
K

•bro X, N-ro 2 ゝ ー ーー Februaro, 1929



戶崎益敏 

本淸 

坂狷
藤己西
花芳 

坂狷

輯

彥

雄

部

粟飯原晋 

川崎直ー 
淺井惠倫

33
34
36
40
42
44
46
48
50
52
54
56
57
58
60
63

エニ::;舶粘％ 肚:^KSKiE；：；；;蹄碗：;強 EMKif 冬

例會兼硏究會

日時場所——每水曜午後7時から畀會で

會

用

費——無料。 

Marta

二月會話練習會 

日時——2月16日（第三土曜ノ午後正7時 

場所——丸ノ內鐵道クラブ（永樂町電停 

より南へ折れ口活本社横手より右折せ 

あ典の木造;

話者--- rNeo Japaneseに就き」時枝诚之氏

話の後で會話の練習も致します。

會我ーー!L» （初學者■歎迎）

第十年 第二越
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表紙——江上武夫 飾繪一L大橋介二郎

! 常設講習會
〔初尊科新學期開毎〕

・初等科（二月四日開誘ニケ用間魁》） n 
日I仔——2月4 Hより每週月木兩日午後打 

7-8.5 峙 :?
場所ーー學會階上講習室 H
伶/ーー1ヶ月1亦〇錢（册納の事） § 

用書——エスベラント講習用書 >?
申込——當B受付 ・翻

・中等科’（朋誌入會町） 召

! H時——每週金啣午後7-9時 :
、場所——學會階上講習室 勇

會衣ーー每冃列錢（前納の不） 曹

ゝ用書—— Andersen, Fabeloj 1L ĵ?

二月遠足會 H
2月24日（日）正午游谷玉川電車乘場集合の# 
上久地梅林へ梅見に行く。費用約7錢裂

—— -- —-— «〇 ***■ «

東京市牛込區新ふ川町3の15財圍法人日本エスペラント學・
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航空芒エスペラント

.. ，•・ ・陞轴空兵少佐 加蘇 正美

「ラヂオ」こ共に械!粽的色彩も以て益々其逆逹ご利用を急促せられて行く航 

空機(Aerveturilo)は近時其職能な限りなく抵げ、昔1單に大空も飛翔すろ 

特殊の機械さして科學者や技術者の硏究慾を滿足せしめ夢想に辻かった技巧 

な賓現ぜしめたに過ぎおかつ次けれごも今日遂に人類の利益も增進すべき必 

須の一川具ざして其價値を顋し世界の交通機關きして水.陸界よりし僵位に 

立つ空界も其活動領域さして鐵道や船舶ミ併んで覇を爭ふに到った。顧みみ 

に彼の来國ライト兄弟によって西曆一九〇三年初めて飛行機(Avidilo)も 
以て「人間が空を飛ぶ!Zミに成功して以來年々其速度を增し歐洲人戦後の今 

口先づ疾き物の代名詞さして「飛行機」な謳はれるに至り時速正に三〇〇杯約 

(七十五里)な超ゆる域に迄發達して來た。更に昨秋獨逸ツェッベリン飛行船 

(Aerŝipo)が大西洋橫斷飛行(Transiitlantika flugado)に成果を攀げ益々其資 

證を深くしT:〇從って世界な俯瞰しつつ活動すべき航空事業仕益々その活動 
領域を擴大しつつある。1 ,マ’]t j 、・ヽも

今や朝に花の都巴里な「ポンシュール」の挨拶ん殘して出发した人々は太陽 

南天に冲すろ眞■畫に獨逸伯林を過ぎて「アリテンタッハ」を叫ならずタ 

靜かに暮ゆく町'の鐘の響を耳に隣りつつ燈の光を浴びてモスクワに「ドブル 

エウェチビリ」^語ちの餘儀ない有様になる。:二に於て.航空にたすさはる 

老にさって今Fi最も切要を感ぜしむろしのは國劈語の問題である。佛風の 

有名な附畀一周飛行家コスト氏さへも国際共通語の必要なるね僞驗し7：ミ語 

ってゐる。

風際的關係も有する業務任科學であれ醫事でめれ將た航诲垄、商工業、炳 

術であれ之に從乍するもが自己の意志を表し先力の腹中ね識ろに莒集ご文字 

に載らmmらぬニざは事新らしく贅言の耍なまも特に航空は何れの國何れ 

の•土地に在っても通用すべき意志交換の手段の有無が其事業の上に及ぼす影 

嚳蓋し他の何れの仕硯にも較べて大きいこさ仕火も見るより明かでめ“二 

こに於て空中を領域さてみ航空關係者は操縱士(piloto)にせよ機關士 

(Maŝinisto)にせよ航空士(Navigisto)にせよ何時でも生地の上空にて飛行 

機の故障＜ Paneo)に際し不時着陸(IW fortita(literigo)な覺悟せり(てならぬ 

玆に於て直に必耍を生ずみものは其土地の言葉であみ。豫め言語の通すろ地 

方にのみ着陸を企圖すみ;叙I困難であり且數ヶ國語に精通せる當事者ん網 

羅す51iも夢想に近い欲求であり又空中路(Aera vojo)を利用せんざすみ 

旅客も決して數ヶ阀の人々のみに限らみベキ性質のものでない之に伴ひ各々 

共用を辨ずるにも亦國際語の實用化を痛感ぜIめられお。加之此«し＞航空 

科學ミ航空技術(Acroscicnco kaj Aerotekniko)の研瓚者にきりて萬网に於け 

み協同硏究のため同じ定義ざ同じ解釋の下に樹つーの標準語さして國際語の 

緊耍度厲爾他の科學より大なるものがめわ況んや航空機(工商業に工業に又 

寫眞に測量に成び交通に軍事に瞽く利用せられつつわろの秋、誰か航空谀際 

語ごして匱越せるエスペラントを想起せざるものがわらうか。吾人は玆に呢 

を大にして我が風否肚界の航空界に對1エス乂ヲントの効果も高唱して識舌 
の覺醒を叫びその實現の速かならん二 5望むニざ切なろ所以でめあ。
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家試驗委員改選

オーストリアにては1925年以來ヱスベラン 

トの國家試協制度な設けて居るが昨年】〇月も 

以て第一期の試驗委員任期が終り、10月2!H 
付の文部省令を以て1923年より1931坤に至ろ 

迄の新試驗委仕が任命され了:。委員に宮中顧 

閒官Franz Wollmann博士以下五人であち〇

厂ザメンホフの夕」放送
12月15日のザメンホフ祭の口に當って歐洲 

各地のヲヂす放送局は特にザメンホフの夕を 

催い:〇 BreFlaŭ-Gleiwitz放送所のプログラ 

一モ（I次の如キtのでめった。

】•誌演ザメンホフの生涯に就いて（獨 

逸語）

2 朗?R （エスペラントにて）

a. ザメンホフの詩Ho mia kor\
b・クラカウ世界大會に於けるザメンホ 

フの紀念演說

&ザメンホフ譯舊約聖書中より。

d・ザメンホフ譯、ゲーテのイフィゲニ 

ーオより。

此の他霜西亞のモスコーに於ても又波朗の 

ウァルシャワに於ても同地の放送所はザメン 

ホフな紀念マみ特別講演な放送しお,

ザメンホフ原作集の刊行
ザメンホフの亡き後の若きエスペランチス 

ト達にざって彼加知あたよりこなるものはか 

の膨大な聖書始め各國文藝作品の飜譯を他に 

して“原作さして僅に彼の初期の作詩及ぴ年 

次の人會講演等のろであみ。彼が生存中飜譯 

に沒頭しむがらも絕尢す筆にして居たエスペ 

ラントの言語や運動に對する批判や誘掖又は 

折々にしのした彼の喜び悲しみの詩や同志に 

送った書簡&古い"La Esperantisto ”誌や 

44 Revuo nによってうかヾ厲れ得るのみであ 

ちがそれすらし高價な史料ミむって容易に我 

々の手に入らない〇

今度、痂逸の國立エスペラント學院長讥ろ 

Dietterle博士の手によってこれが集錄せられ 

il Originala Verkaro de D-.o Zamenhofn な 

ち書名の下にHirt & Sohn誉店より刊行せ 

られんざして居る。然し乍ら本年一月末□迄 

に總數千部の申込者がない限り（1:れが刊行 

は不可能なのでわろ。二の刊行な熱望すあも 

のは遅蒔せ乍らも直ちにHiri書店に激動の 

工な送られんニこむ希至すみ。

Ferdinand Hirt und Sohn, Esperanto-Fako, 
Lcipzig C I. Salomonstrasse 15, Germanui〇・

ザメンホフ街

帶近西班牙のVinaroz市の一街區が新し 

くザメンホフ街ご命名され.同市に開曜され 

7:第十五间カタ,レーナ・エスベラント聯盟大 

會に際して腳名式が攀行された。因に二の大 

待に常って同市は1700 pesetojの寄附もな 

Iた。ニれな以て两班牙のみに於・てザメンホ 

フ街がG0出來たわけである。此のVinaroz 
市以外にザメンホフ街のあみ所は、San Feliu 
<-e Gui sois Plf% Fabadel!町、 Tarrasa 町、 

Matade^pera町でめる〇
填太利のウィーン市に於ても市内第十二區 

Schdnbrunn 街付近の町をザメンホフ街ご名 

づけみ事に決定し尖。

来國「油週報」表紙に入れられたHughes
｛會社の油田用鑿岩機の然告にエス語にてJ
'通倍する意な記せしIの（須々木氏送附:/

外國語最新學習法

最近英回に於て"ゝlodem Language Lea- 
ming Mむち外阈語敎授上價値多き誉物が出 

版せられた〇著者はJoseph John Findlay h? 
士、英國の亦ックスフォード大學の出身で卒



35

業後獨逸に渡りライプチ匕大學からドクトー 

口の學位 を彳趴 各種學校の校長さして敎育の 

實際を研究實驗し.最後にマンチェスタア大 

學の敎育舉敎授芒なって今日に及んで居ろ英 

國一流の敎育學者でわみ。英國社會學界に定 

評あみ「社會學緖論」むち著作の他に敎育學、 

毅授法、萍校監督法等についてし夥い、論苦 

がある斯道の權成である。此の最近の著書. 

a Modern Language Lsarning n （［彼の二の 

長い經驗ミ研究の成果でめって外國語の最I 
効果おら敎授法を說いたもので.彼の主張す 

み所によれば・外阈語學習に最し効果あみ方 

法II. 3.速記字の使用.2蓄音機レコード 

•・の使开k及び3・エスペラントの利用であ“ 

昨年の本誌ハ月3SC227頁）に報道せる如く 

彼は四月末にマンチェスタア大學內に於て特 

別講義「外國語敎授の敎育學的及ぴ心理學的 

効果」もなし.その實驗材料ご1てエスペラ 

ントを使/fiしT:〇その結果も二の著の屮に記 

されて居み。試みにエスベラントに就いて書 

かれてある所缶見るに、彼は先づ犬英科學促 

進協會（British Association for Advancement 
of Science）の會員ざして同協會がエスベラン 

ト問题を鎖査せる際に選ばれて委員さなつア: 

次第も述べ・彼の立場が全然科學的な基礎の 

上にめお事沧明らかにして居る。彼【I世人が 

外國語も修得し得ざる原因が自然語に於ける 

形態卽ち文法等の不規則亂雜にして學習者の 

意氣を挫く點にありさし、エスペラントも通 

じてのみ外國語に對する新い、興珠ご元氣も 

生ぜしめみこ說いて居る。同時に、エスペラ 

ットの簡易にして統一？）；5その文法は.所謂 

Universala Gramatikoさして口然語の文法の 

基礎槪念を與へる上に缺くべからざるものざ 

むし、外國語敎授に先ってエスベラントのみ 

習を課する事を主張すみ。

この主張は早くより我々の間にし感ぜられ 

て•居り、曾て任何盛三氏により日本女子大學 

•に於て試みられ良成績も擧げ得た所であるが 

今また敎育學敎授法の一權威たらFindlay博 

士によって裏書せられた事は當然の事ごは云 

へ尙無理解なみ敎育者達にさっては他山の石 

さなるでわらう。

發聲映畫の出現は活動俳優問に大恐慌を起 

して色々の悲春劇が演ぜられア:事は多少大げ 

さ乍らも腰々報ぜられた所.'然し事實に於て 

二の新發明の映畫は世界花規模さすみ現在の 

商業ミ未だ完成されない國際文化の交錯でめ

り、やがては否でし應でも解決せられ门は•な 

らない重要な實際問遁を含んで居ら。下記の 

一問-答（コ米國Los Angelesのエスペラント 

俱樂部會•長Scherer氏ご映塾「ペン•ハー」で名 

を賣つア: メトロ •ゴルドリイン•メーヤー社の 

尔映畫監督Fred Kibloの對話の一節である。

Scherer:何故エスベラントに 興味も持つ 

やうになったのだ。

Niblo :自分けエスペラントも學ぶ時間k 

その必要もなかつ沢のだ。所が發聲映畫がせ 

界中に持て二やされるやうになったので困っ 

た事になっだ。我々の生活の問題な'からわ。 

歐洲では英語はもてないんだ.からビうしても 

國際語が入用なのだ。金の問題たよ〇自分逹 

の作った映畫が歐洲で買仁れなけれや利益が 

まるで滅ってしまうんだ。

S:名俳區逹は色々な外國語が習へないか 
ね。 ・• • , - \ :

N:駄目駄目、うまい俳優さ云ふ奴は全く 

外國語の才能がないんだ。又一つの外國語の 

發音がよく出來ろざしても他の（I全く駄忖だ 

からね。又實際に色々な外國語が覺えられる 

ものごした所が、そんな事找採算上全く不町 

龍だ、一つの映畫に色々な外國語を吹き込む 

さすれば生產段がうんざか、って一文の利益 

も殘リはしない。

S:だが来國の發聲映畫（H英國では用に立 

っだらう。

N:こころが※阈の英語む英國人は好まな 

いんでね。その上に来國流のべらんめいは英 

國人には全く解らむいし、英國流のやつ（I米 

阈人には解らないんだ。然しそれはそうざし 

て歐洲やその他の國の観客を失ふ事任我々に 

さって全く致命傷だからり。

S:米國の發聲映書は歐洲で厲無聲映遊ミ 

して見せられないしのか"。

N:駄（3/：.そんながして（1歐洲人が相手 

にしない。歐洲の映畫製作所でも發聲映畫も 

作みから中立园際語も採用し7よい限り来阈映 

畫は嫌任れろに決って屈“痂逸佛闔西伊太 

利等の大映畫會社にし7:所沪:の簡單にして 

然も完全且つ容易なエスベラントむ採用しな 

い限り找その供給は自國內に限られてIまふ 

事だらう。云々。

この瞬骨にして勇敢・ Nibloの言葉は文化 

主義者のお座なりむ上品なエスベラント賞讚 

の辭ご異って拔きさしならない現代文明の惱 

みをエスペラントによってのみ解決の道を見 

出さんざすら悲痛な叫び聲でわる事が解るで 

ちらう〇
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金澤一中エス會の盛況
大正十一年設立以來、內田敎諭の熱心むち 

指導により絕艺ず碇實む3進展を示して來冗 

金澤一中エス會に昨年四月校友會の一部ざな 

ったが今度新い試みの一つさしてエス語の學 

塹大會も開催した。卽ち一力では斯語の知識 

を一層深くし7他方で"吾々の運動の海面冃 

さを宜傳すあ爲去ら十二月十五n午後二時二 

リ同校講堂で音樂部の後援で開かれ了:。聽衆 

約三百人を數へた。先づエスベロの合唱に始 

まり、二十七のプロケラモに或け演說、暗誦. 

獨唱、或厲h本語の宣傳演說に、夫々自己の 

技倆な發揮し了:。殊に昨春學習を始めたばか 

りの初年級の生徒が半數も占め、待に注目に

各地ザメンホフ祭
12 月15 日------

福岡午後&時半より两中洲カフェーブラ 

シノレニ階にて行ふ。演說・自己紹介・合唱、隣 

唱C江崎夫人）.パテーベビーの映寫、福引等 

あり、最後に記念撮影もなす。

名古屋 名纖エス會にて午後6時より驟前 

コーナー•ナベヤ階上にて行ふ〇白木氏の海 

外■山田氏の內地エス普及狀態に就き講演め 

り、gramofonoにて新井氏のチャーノレストン・■ 

ク・ンスの餘興があった。

蚕北午後6時より小南門養氣クラブ階上 

にて行ふ。伶する者19名。〔寫れ次號〕

横演橫濱商業學校エス語硏究會にて行 

ふ。〔寫眞參照〕 〔左瀾下部へ續く!
値した。最後に部長小原敎諭の閉會の辭わっ 
て五時終了い:。 〔右脇上部へ緬く〕

學校の校友會の一都に加へられ7:三离エスペラント宙の記念撮彩

向って右より前列、池垣、桑原.近碾^ハ木・、兒玉部長G5攵授）、尖戶り石井.奧 

山。中列.津路、吉卅・田野、竹臥 河淞、桑原、近藤・石川。後列・波邊.壷井. 

向井・西川、內海の訟君C・印は先輩）

京都京大樂友館にて行はれた。試驗等の 

關係で少數ではあったが.Iみじみさ語り合 

った。

横濱伊勢崎町有隣堂食堂にて開催。會す 

る者10人〇お互にnia Majstroの事ビい;づ 

き當時もしのび新春の活動を約束した。

京城 朝鮮エス聯曲主催にて公平洞太西館 

にて擧行せらnr:〇城人敎挾長谷川理衞氏極 

柬時報主幹井上牧氏も始め會する者50名。諾 

氏厲エス語にて雄辭をふちった。その後種々 

の餘興あり、又小坂氏のdisko 聽いた〇最 

後に山本氏の音頭にてザメンホフ博士萬炭工 

ス萬歳の聲任滿堂もゆちがいこ。〔寫眞參照〕 

上田 同志苦林氏un分の店の飾窓にn作 

の Majstroの肖像も揭げ Zamenhofa misko 
も祝區れた。

大阪 大阪エス會主催で18時より梅田ホテ 

ル六階如水會で擧行、Komuna Vespermanĝo 
の後、„ Mi ne scias min”ざいふ遊戯に老若 

時の移Lを忘れて樂Iんた'。

f*1-***12月16日〜ご・〜•・

别府「ビリケソ」ホテルにて行ふ。岩尾. 

福田・;麻生氏等のエス語演說、エスベーロ.
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タギーゲヨの合唱後、下河原氏エス語の君が 

代も唱へ.記念撮影ななす。餘興の福引に興 

じて1（畤敬會す。尙別府エス會にて4日曜を 

除く外每晚ヱス誘硏究を級けてゐみ。•.

長崎午後6時よリ出島內外俱樂部にて行 

はみ。淺!U. M田・高原氏其他約50名麋6 
定刻仮田ハ巫子孃（び说）の開會の欝に次ぎ一 

同君が代合唱・高原氏挨拶、迫氏の俱樂部報 

告後、辻與一郞氏のザ皿士生誕に就きエス語 

演說あり・後・餘興ざしてラヂh、獨唱・合 

唱.博多仁輪Ul!、舞踏■記念撮影・福引等に興 

に、最後にタギーヂヨを合唱して散會した。

厂亠妙鬲山上の”Espero“ 昨年12月 
ホ 乐 27日より帘大藥學科のスキー愛好 

者且同志（前田、塚本、忘松、木村.湯淺、犬 

伏）は妙高山麓の燕温泉に合宿して前田賛郞 

君をコーチャーごして本年一月五日までスキ 

ーの練習なした。正月元旦雜漾を祝ふに先立

1月6[J部長兒玉敎授・理爭な自宅に擢待社 

られた。1月13日午休みに部員の集合也し、理 

事役員も改選した。理事吉山、河瀨、西川、 

西村。係.圖書田野・星野。會計西川、富 

澤。講習吉田、壷中。編禅河濒、桑原 

（弟）、內海、西村。通倍竹廣、近藤。

★同志社エスペラント會 12月二〇ロ第二學期 

最後の Doŝiba Esperantista Vespero 任カギ 

ヤ三階にて開催。會夷長谷部敎授以下珂名出 

席の盛會で、吾エスベヲント會の將來につい 

て種々の怠見も交換す。1月8日致遠館階上 

にて三學期の總會開催、出席者數名。1.髙 

商講習會の件。2.輪讀會の件其他決定。Fa
beloj de Andereen輪讀會は14ロより每週月 

水金致遠館階上に於て12日15時より、Barbiro 
•de Sevilaの愉誰會は15日より每週火木、場 

所及時間同じ。

ちEspero 合唱して氣勢な上げたら同じ宿
宦の他の室からし之に和して唱ふ者あり甚だ 

愉快て・めった。. ”

★クララ雷 1月20^13時半より定例り如く 

佐々城松榮氏宅に例會を開いた。本年最初の 

會合こて新舊會員多瞰の參會む彳决竹下夫人 

にわざわざ鎌倉から參會された。出席者10名 

西村澄子氏の開會の挨拶に次いでエスペーロ 

の合唱、佐々城松榮氏の Krestomatioの講 

義、會員の挨拶等あり.最後にエス語のkart
ludo に興じ四時半散會い:。

亠 嘟 三高エス語部 機關紙“Libro”第 
一空呼一苗就發行ビ同艸に、校內のinte— 
ligiloざして„ Verda Cambro"さいふ日本 

文花主ざい:folio花出した。第二魏に任工 

ス關係の1£書な列舉して斶習を勸めた。二週 

問に一度づ、出す豫立。[月9 Hより前學期 

の初等講習み續ける。講師吉田金三郞君。

〔寫眞說明〕根濱商

業學校エス硏究會のザ

メンホフ博士祭.中央

高村利義敎諭右、柿

松保左・村山一夫兩

學总機演支部 昨年中，同〇初等 
講習金を爼した。新に减&られ 

た橫濱外國語學校の正課芒して・英•斶•佛等 

の各國語ミ列び敎授せられら爭になり.第一 

回さして11冃20[]よりマケ月、支部より褐喜 

多氏が講師ミして出張、本年も早々講習み開 

始の豫定めり。

コこ屋・金澤エス鑫 1卩1〇日6時半よリ 
孟 澤 新年例會を開催。出席者订1名、本 

年の曹及瀝励、講習について計畫KV議し會談 

の後101序半散會す。每週木曜6峙半味噌藏町 

六山堂にて研究例會も開催すみ.學會中等諛 

本を用ふ〇

★金澤一中エス倉1月i2日より.第3學期譏 

習な始む。川書Karlo,每週土曜午後1時50 
分より同校內に於て。
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長野|

大阪

長野冇例倉加茂の宮わぎ梶間氏 

方にて每木曜日6誌半より。

★縣郡內のエス初等講習1月3 □より8F1 
間畫、和村小學校にて.1月12日より7日間 

武石村小學校にて。11月30H和村の同志戶田 

中村兩君は隣村の靑年會の會合にエス書の紹 

介に行き數人の仲問な得た。 ’

9月28ロとり三ケ月.土佐堀基督 

敎靑年會夜學校で催された講習は

每週月本金1S時より一時間づ、都合30時間の 

訓L程む均月200 I:終った。修了者8名（13名 

中より）西田、進藤兩氏指導の下にParola 
metodoを大いに加昧して良結果ね得た。 

匾石融 12月より市內澤山小學校で中等講 
横狽昱 習會開催・每!］曜九時半より二時 

間。會員は何れも小川梅吉氏の舂期初等講習 

會の終了者。講師松藥菊延氏。

4二巨當市我行エスペラント講座（週刊;） 
し6王厘 仕創業以來一年半・千ハ百名の習 

了者を得了:。•エフ、鲁籍騰入の機會・な多くすみ 

爲に有志相謀り.市內目拔の一書店ご特約し 

試みた企は可成りの成績で一年間の赏上三百 

ハ十二圓、此の流動資金約百回,

長崎
長略翳大ヱスペラント會。12月冬

休みI：入り一先づ年內の活動を中

止い:。顧れば5月孤々の聲を攀げて以來幾 

多の見るべき功績を攀けたが、特に9月以來 

每週火曜19』2時淺田敎授邸の會話會.木曜

19-22時學生木下氏の下宿に於ける會話練習.

サロ メ論講•及び金曜410時法醫舉講堂に於 

けみしavisto kaj poetoの輪漏等を缺さず行 

ひ大成功であった。, . —h

胡蓄 去ら12月】0ロより京義線古邑驛前 
朝 薜 古邑少年會館樓上にて金起成氏捲

〔寫眞説明〕左圖は字都宮に於けるエス講演會（前號參照〇前列右より、濱野 

（弟）.濱野（信）、椎橋・小坂、橫川・佐钛唐器。後列右より、次沼幹队九人目 

佐川幹事。右圖は大津商業學校展覽會（前秋參照）。前列右より二人目中大路氏•四 

人目京都中野忠一郞氏

導の下に第一回初等エス講翘會も開催し・每 

週火.金曜□19時より21時まで開講。講習生 

二三云松阪在惟稱女學校も會場ミして12 

三里世片25ロより1月6日まで初等講習 

會開偉。講飾南見善.藪谷遊子氏。

ェ北臺北ヱスペラント會。★集會.每 
低ヨ匸I週金啣の集會任.目下安田氏の 

gvido ［tてザ博士の演說集を箱讀してゐる。 

★街頭進出、每«251!の夜は架町通水匕キャ 

ンデーストアで茶話會花開ヤ伶話さ雜誌の抄 

讀かなし、新人吸集策の一助きなす。★會名 

變更、臺北エスペラント會（Tnihoku Espe
ranto-Societo ）ざE攵稱。★圖書出版.會恳杉 

本良氏は・國に止ちミニー年半.後歐洲各地 

のエス旅行を終へ先般延事歸朝せらろ。其旅 

行記「禁酒の岡を見る」け內容エス語に關す 

み記事蹟ろ多きにつき.會員各位の御ー記の 

榮を賜り.又各カ面への飢推薦も乞ふ。

P一式一月ニF!門司の犬場は 小倉の田 
币田・tCJ中君、長崎の富松君假然にも時を 

同ふして俱樂部に來訪。福岡の烦君过江II夫 

妻加はり博多名物水タキを障1んて歡談に時を 

過す。講習はロンドン塔隹終厲り一月十六日 

より每週水曜1!「心の片隅」花用ゐて講習花始 

む。出席苦十二三名。會場珮岡エス俱樂部。 

講師 畑・江口兩氏。（福岡エス俱樂部報） 

★艮崎の闘志富松君耳の病氣で昨年十二月中 

匂より福岡の九大耳團・科に入院・當地の同志 

交替で每H訪問。病室內にはエスベランター 

ヂヨで美しく飾裝され入口には Verda stelo 
が掏げてある。

エス文南禅寺案內記

エス文の案內記ざして鐵道省のJapanlando 
（［好許を博し惟界の隅をから據會が殺到して 
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當內の係を斑aせたが今又南禪寺の案內記が 

英エス兩文で發行された事（二大いに吾人の意 

を强ふするにTiSo同案內記について任前月 

號新刊紹介彌で紹介した。その節二錢郵券卜 

枚封入申込樣記裁し了:が五枚の誤ざの事を南 

禪寺より申越しました。

書籍新聞雜誌とエス語

★艮崎!］日新聞12月1811、長崎エスベラン 

ト記念祝賀會記事。り月19氣學會長崎支 

部現況記參。

★艮崎新聞!21318日夕刊、ザ陣士生誕祭に 

於けみ飯田八重子孃の視辭。同日朝刊、ザメ 

ンホフ祭記事。

★長埼民友新聞 收月18日・ザメンホフ祭記 

事。

★ Hの出新聞（長崎）12月18ロ、ザメンホフ 
祭記轧

★新渡戶筋ヒ「束內相觸れて」中に「ほしき 

は世界語」、ザ博士の肖像。

★得能文「淺人零語」中のエスペラントの話。 

★村上計二著「未來文明双書第三編.次の精 

神文明」第一頁より第十頁の間固際人爲語. 

エス語ミラチノエスベラントc

★京城□報很月9日よりエス欄を設く。12 
月1S日ザメンホフ祭記事

★朝鮮新聞 12月1611.ザ博士の誕生日に工

〔寫眞說明〕京 

城に於けちザ博士 

祭（本文參照）。右 

より二人目山本. 

作次、白南奎、崔 

谷川理衛、大山時 

雄・金億、魚敝、 

羅元和.柳基克。 

後列六人目.崔學 

魯.張錫臺、李鉞 

萬・十人目、李銅 

南。左より.姜信 

哲・白奎鉉の希氏

スペラント推耶。】2月17［］、ザメソホ7祭記 

事。 …..

★人類愛善新聞 12月23日・エスベラントの 

決定的勢力ざ題して、及冬期講習會廣告。

★上海口報1月11［］、上海日本人也界語會 

生る。（記事）

★週間朝日 第14卷第17鉞「エスの波」さJfi 
し世界のエス運動の發達状況を述ぶ。

★文藝春秋 昭和4年1月號 フランス•モオ 

の丿ヾ寺院懺悔所のポスタ一にエス語にて懺悔 

しても可なりミの文句あり。

★慶犬愍學部の學友存三四會から出る「三四 

會雜誌」に厲第6號（1926）から每號エス文 

抿載せらち。

★ 口本醫事新報1月1日炎、「思ふ二ざなご」 

淺田一博士。

★吐界めぐり（家庭百科全集の一）三宅克己. 

中にエス護係の記聊あり。

豫 告 欄

★東京エスペラント俱樂部洌啓★ 

日時2月7 口（木）午後5時半より食事。午後 

7峙より講演（ぎなたも御出下さい） 

塩所神出駿河臺下主婦之友社（明治人學筋 

向）

講演一ー歸朝談文军博士黑板勝矣氏 

會'費 食がすち方2111!〇食事せR方3U錢
（食事參加若前日迄に學會宛御一報を乞ふ） 

黑板陣七仕咋年甫洋波斯土耳古方面より歐 

羅巴を旅行せらろ其收獲盃し興昧多かむん。

★翁二回東京都下醫學生エス語雄辯大會★ 

一月赧所银、雄辯大會は次の如く決定

｛］時 二月九日（土）午後二峙から約二時間 

場叶 東京四谷區西信般町慶應病院勺 

多數の御來聽を乞ふ。
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エスペラント初等講義

〔第二講〕

La Teatro〔劇 場〕

bileto切符.入圾券 

programo順序書 

kurteno 幕 

akto飾.幕 

sceno 場 

scenejo 舞臺 

aniaŭ^cen^efo 舞臺前血 

kuliso脇道具 

rigardianfo 觀客・見物

rizard^ant/efo 觀客席

aktoro俳優 

aktoドin'〇女园 

statisto 脇役 

heroo主人公 

hero如'〇女主人公 

kanfisfo 歌手 

ĥo^isf〇合唱團員 

orkestro 卞ーケフ、卜う 

muzik^sfo 樂師 

sufloro愿坊、臺詞吹込人

dramo戯冊 

komedio 玄劇 

tragedio 悲劇 

opero歌劇 

partero 平土間 

logio棧敷

Io館isto坐喘案內人 

galerio大入場（蔦バ） 

ludi演出すみ 

prezenti上演す5

4. Hodiaŭ oni ludas novan operon. 
La rigardantoj sidas en la rigardantejo 
kaj atendas la komenciĝon de 1'pre
zenta d 〇.

今日新lい歌劇が上演され表す。 

見物は见物席に坐って演劇の開始も 

待ってゐます。

〔說明］★lud!は普通遊ぶさいふ爭ですが芝居なミ・をやる事をし皿よさ云ひます。0,11 

ludas n^van c peronミoniな主語に17:のは日本語に譯すら時は上例の如く on^を譯。か 

で受身の爼裁で譯した方がうまくゆきます。エス語ではこんな場介受安をつかはずに°ぱ い 

くつかひます。つまり〇がさ云ふ人稱代名詞は動作の行はれた事沧主さして示すしのマ動作の 

主粘卽ち主語が如何むる人物かさ云ふ事も問題にしない場合に多く用ひます。例• ©rmis

la pordon・肚戶がlまった（戶がlめられ门こ譯す。★芝居の上演を吠〇ミよぶ外にprezeni 
ad1〇ミよびます。ludo （エ芝居を演出する方面から出てくみ語prezentadoは芝居を觀客 

に見哎る羽から出てくち語であ“ 阿は觀客・見物加さす。・ vidiは見丸み、眼に

うっる事を云ひrigardiは热視すみ事、みつめる事花云ふのです。ふvi vidas la knabinon?ざ 

云へば「君はあの女の子が見えますか」さ云ふ意味です。★komenciは始めみ事でkomenciĝi 

は始まち事です。よく初等者がまちがへますから氣をつけて下さい。授衆が始まったかさ云ふ 

時・Ĉu la leciono komencis?ミ云ってはならない〇

2. L" kurteno leviĝas. En la 
fundo de F scenejo aro da lioristoj 
aperas; en la antaŭaĵo kantistoj kaj 
kantistinoj staras.

〔說明〕★«eviはめげら・legiĝiはあがろ事です。

慕が上ら。舞奎の奧手に合唱團が 

あらはれ.初面に男女の歌劇俳優が 

立ちむらぶ。

これも自動他動の區別もはっきり記憶

せ袒1工なりませんmaFlcviはさげみ"皿'legigiはさ沪ち爭です〇 ★田舍の劇場やF!本の古い 

芝居は主さして幕は一方へ橫にひきIぼりまい:が西洋のはすべて幕が上へめがります。勿論 

中央で二つにわかれて左右へ開く事もあります。日本でも新しい劇場では幕が上下すみのが多 

い。★ scenejoは舞臺ですscenoは芝居の一場面もいひます。芝居て・幕から慕までも曲〇（幕 

又は^）さいひます。其一幕の內でいろいろ人物の配合がかはりつまり場景がかはります。此
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一場景もfceno eよびます。★kan竹stojけ歌ひ手で苜。曹通の芝居の俳優はaktoro C女匪は 

aktorino^ですがoperoではaktoroさ云ふ語よりI kantistoさよぶ力がふさわしいのて•す。

3・ Mui t町 seĝoj en la pargeto kaj 
pa itero estas neokupitaj ;la loĝio estas 
tute okupita・

平土間の澤山の椅子が空（ア）いてゐ 

ます。棧敷は全くふさがってゐま

〔說明〕★okupiさ云ふvortoは口本人にはしっくりこない語ですが或ろ空間や時間花占 

領いF;物站占有すみ事を示す意味の語です。それで 吨ojがn^oku^ifajでいさ云ふ事は 

椅子が客がなく空席でわら事です。okup，it'nĵはそれの反對で席がふさがってゐち事です。★ 

pargetod禅通箝木細工の床のですがこ、'ではparteroご同じく劇塲の平土間を云ったので 

す〇 pargeto （工parteroよりも前方の樣で'T 〇

4・La, loĝiisto donas programojn 坐席案內人は見物に順序書な渡し

川ド viガtantoj列malfermas laて坐缺示す灯に戶も開きます。 

pordon, por montri al ili la sego）n・
〔就明〕★1〇釦stoは坐席案內なする人です。★programoは芝居の順序をかきしみした. 

の。芝居のみならず活動寫朕でし運動會でもその他何によらず一切催物の順序を書いた.のが 

programoです。★fermiは閉める事でmaffermiは開けち事です。初學の中はfermi, malfermi 

のごちらが開くでごちらがざぢるのか忘れ勝です。日本人はぎしてもL開く」さ云ふ懸念が先に 

＜るのでfenniむ開くざ考へたくなります。よくでまあ人でLうっかりするさまちがへます。 

數年前或ち束京での器會の會合でPezidantoになった!君が開會の言菜をのべようさして° 

っかij u Nun ni fermanミfenni （閉）がでゝしまったので早速氣轉をきかぜて“ Ia. pordon 

kaj nmlfennas la kunsidon!”ミやって喝采も博したそうですが幸ひ戶が開いてゐたのでよか 

つ沢ですが我々ならまごっかざるも彳芋ないでせう。★vizitiは人を訪問するのみでなく芝居や 

活動や其他名所な Sみに® く事にtっかひます。例:Hodiaŭ mi vizitis la muzeon.私は今 

日博物舘もみに®きま い:。Mi iris al la muzeoむ云ったのTllt®物館迄行っただけで中を 

みてニなくてもよい事になりますがviziti找明らかにそれも觀覽する事です。同樣にMi iris 

al li.ざMi vizitis lin,ミは可成感じがちがびます。口本語で找見に行った爭むた汀行った」 

ミ云ってすませますから遂irisミ云ひたくなりますがvizitiもつかふのがよいのです。

5. Kelkaj nun pagas al la servis
tinoj la monon por la konservo de 
F ĉapeloj, bastonoj kaj vestoj・

數人の客仕今帽子ステッキ衣服の

預かり賛を支嘉ってゐます。

〔說明3 ★本文も直譯すれば帽子... 衣服のkonservo （保管tenadoさ云ふ語なつかって

もよい）に對し金も支拂（pagi〕ってゐみさなる。★ kelkaj （I kelkaj personoj, kelkaj vizitantoj

等の略。

6. L“ rigardan toj atente rigardas 
la ludon kaj de tempo al tempo vigle 
aplaŭdas.

見物に芝居を注意lて見物してゐ 

ますそして時々景氣よく拍于致しま 

す。

〔說明〕de tempo al tempo時々、度々さ云ふ意味の句です。

〔注意〕初めにれあげ單語はteatroに關したしのです。これらの中で本文中にでゝゐない 

のが澤山わりますがそれも使っていろいろ會話の練習等をなさい。
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エスペラント中等講座
【OMBRO】

[B. Prus]

En tiu momento sur la mal- 
j)leniĝaufci j strat g de Varsovio 
aperas stranga homa kreitajo kun 
malgranda flameto sur la kapo. 
Ia rapide kuras tra la strato, 
kvazaŭ lin perse k u tus la mallu
moj, li hulhis apud ĉiu lauterno 
unu montru ton kaj ekbruliginte 
gajan luman, Ii malaperas, kiel 
ombr 〇.

【譯】其の瞬間、頭の上に小さな焰をっ 

けた奇妙な人間が.人氣の無くなったワルソ 

一の街上に現れみ。彼はまみて・陪闇にでも追 

窮された標に.す速く街路も軀けて行く。彼 

は街燈毎に寸時立ち止って.陽氣な明りをミ 

Iして終ふさ・影の如くに姿あ消す。

【ぎ】en tiu momento,その瞬間に〇 Za
menhof はよく en tiu sama （momento）の形 

も用ひてゐますが.samaの爲に一府意味が 

强められます〇 mal,plen,iĝ,ant,a, TraFplena 
空虛な。—iĝi空虚にTioo antaな用ひ,の 

は.暮方に人影いいミ消龙て見る間に街路 

が空虛にむって行く有様を如賓に敍す爲に現 

在形を用ひたのです〇 VarsovioワノレシTワ〇 

homa kre，ita了〇〜kreitaĵo, kiu（Mas homo,人 

間さ云ふ被造物・の总味です。flamo焰。 

li =lioma krietaĵo. persekuti 迫害すみ。halti 
歩を止める。!anterno提灯・こ、では無論 

straVlanterno の总味です 〇 unu momenton= 
dum unu momento=en la daŭro de unu mo・ 
mento瞬時。e^bruFig^nte火花點じて終っ 

てから。gaj» lumo陽氣な明り。

Kaj t iamaniere ĉiutage ・ Oti 
sur la kampaj la printempo par
fumas ĉion per la bonodoro de la 
flor®; ĉu bruegas julia fulmo
tondro, ĉu aŭtunaj ventoj disblo

vas sur Ia stratoj polvajn nebulojn; 
ĉu en la aero flugas vintraj n goj 
— li ĉiam, kiam venas la vespero, 
trakuras kun sia flameto la stra
tojn, ekbruligas la lumon kaj 
peste malaperas» kiel ombro・

Lm此樣にして每口々々繰返してゆく。 

春になって田畑に何もかもが芳い、花の香で 

薰み時に—又七月の雷嗚が蛊^渡み時にも 

又秋の風が街上に塵樫む吹き散らす時によ• 

將又冬の雪が空中に飛ぴ交ふ時にも、彼仁夕 

方にさへなればいつでも小さな火を持って. 

街々も通り過ぎてゆく.そして明りをつけて 

終った後に找影の梯に消ま失せろ。

【注】tiarnaniereその樣にして。ĉiu*tag,<a 
每[!〇 Cu, ĉu,..........であらうざ••••て■あらうざ〇

（類例）Cu en la tago de kota vetero, ĉu en 

la tago de neĝa blovudo, li ne malsukcesis iri 
preĝi al la preĝejo.泥淳のHて•わらうミ、吹 

勞の口であらうさお耕ひなく彼は必ず敎會へ 

祈りに行つア:。!a kampoj田野。parfumi香 

料をつけろ。bonodoro好い香り〇 bru，egi騷 

々Iい音を立てみ。julio七月。fulmo稻妻。 

tondro雷嗚〇從ってfulmorondro过言ふ時 

は稻妻（i雷嗚を伴ふ昜合花指すわけになりま 

す。この場合にはbruegasさしておりますか 

ら譯文には唯「雷嗚」にしてお孑ましr:〇 

disblovi吹き散らす〇 polva nebulo 塵埃の 

融、过は埃の立つ樣を形容したのに過ぎませ 

ん。ĉiam, kiam •-何々する時に找何時でt 〇 

（例）Ĉiam, kiam mi ekparolas en nia lingvo, 

rai sentas min rc'frcs ig'itn・ 僕仕エスベラン 

トを話し始めみこ、心氣が爽快になっね樣な 

氣がするよ。trakuri ggけぬける。

De kie vi devenas, liomo, kaj 
kien vi kasas vin, ke ni ne konas 
vian vizaĝon, nek aŭdas vian 
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vocon ? Ĉu vi havas edzi non aŭ 
patrinon, kiu atendas vian reve
non ? Aŭ infiuiojn, kiuj stariginte 
en angulo vian lanterncton, snr- 
ranipas viajn genuojn kaj ĉirkaŭ
prenas vian kolon ? Cu vi havas 
amikojn, al kiuj vi rakontas pri 
via feliĉo aŭ ne sukceso, aŭ alme
naŭ konatojn, kun k:uj vi povus 
paroli rri ĉiutagaj aferoj ? Cu 
vi pose das hejmon, kie oni povus 
trovi vin ; nomon, per kiu oni 
povus vin voki; bezonojn kaj 
centojkiuj farus vin tia liomo, 
kiel ni ? Aŭ cu vi vere estas 
senforma krie tajo, muta kaj ne
komprenebla, kiu aperas sole en 
la krepusko, ekbruligas la lumon 
kaj posto malaporas, kiel ombro ?

【譯】 私達がついぞお刑の顔を見た事もな 

く・又聲も聞いた事がないざ云ふの任、一帶 

お前は何處から來て何處へ隱卩てしiふの汀 

り。お前に找お前の歸りむ待ってゐる妻か母 

親でもあろのかり。それざも、お前の小さな 

角燈缶隅に立て、お前の膝に這上って頸に抱 

きついて來あ子供達でもめみのかね。お前に 

(I.お前の幸福や失敗の事を話して開かせる 

友逹で、でなければせめて、そのHその日の 

よしなし事でも話し合ふ加合ひでkあろのか 

Hoお前にはお前の住む家庭がわるのかね。 

又お前を呼ぶ名前、お師を私達ざ同じ樣な人 

間にする色々な望や五感、そう云ふものもお 

前は持ち合せてゐるのかり。それごもお前は 

本常に・薄暮に許り現找れて.明りな鮎じ. 

間もなく影の如く消龙てゆく.形のない.無 

言の得體の知れぬ者なのか。

【註】demeni由來すろ。ニゝで厲■そんな 

抽象的む意昧でなく、唯逐kieさ云つ化の 

に對してveniにdeを冠し意味も强め'T:の 

に過ぎません。從ってヾenasだけでも全船 

の意味には银本的差違を生じません。

〔類例〕

a) Mi ekiris en la ĉambron.
b) Inianoj subrampis sur la genuon de la

patro.
c) alveni 〇!: demeti c?€； ĉirkaŭrigardi ĉirkaŭ・

bomoは呼び掛けの言•葉。kasi sin自らを 

隱す、隊れみ 〇 aŭ infanojn = aŭ (ĉu vi havas) 
infanojn, -• stafig^nfe 立て、パn angulo = 
cn angulo (de la Ĉambro)の总昧だらうさ思 

れます。!anterneto小さな角燈。suframpi 
這上る 〇 genuoj 膝 〇 ĉirkaŭpreni 抱く〇 kolo 
頸〇 feliĉo aŭ malsukceso幸福又は失敗、(幸 

めれば打明けて互に喜びを頤ち、失敗があれ 

也その悲しみを頗つ標な友逹がお)らか、ミ云 

ふ程の意)〇 almenaŭ少くさも〇 konato知 

Llo ĉiiftag^j aferoj每日々々の出來事。hej- 
mo, kie oni povus trovi vin. 人々がお前を 

見出し得る家、つまり、!?前の居ら家'bezonoj 
色々な必要・望、欲望。sentoj五感。,kiuj 
fdHzs vin tia homo, kiel ni. 假定法 us も用 

ひたのは、「萬一お前が並の人間ざ同じ様に・ 

色々な欲しめり、又五感もあったなら、お前 

を吾々ミ同じ樣・人問にして吳れみかも知れ 

ぬその欲票、五感」ご云ふ意味む表す爲で・ 

この種の!isの用法仕充分注意を翌Lます。 

tia〜kiel••••の樣な種類の。

以下初學者の記憶の便を計るusの用 

法に就扌夫々異った場合を攀げて見ま肯こ。

(1) 條件文を備へた場合

例 & mi estus birdo, mi volonte flugus, 
tし僕が鳥だつ元ら.喜んで飛ぶんだ 

がな。

(2) 綠件文のない場合

例,； Li eslus freneza.狂氣かも知れわ。

Ali volus viziti vin en Ja venonta 
dimanĉo^

お訪り致し度いのでてが。

(1)(1最lfeりふれた假定法の形ですが(2) 
には條件文さ見る可さものが省略されてゐ7ゝ 

爲•初學者には解リにくい點があります。(2) 
の(む に(I例へ(エSe mi ne eraras・(b)に 

(H例へLf se vi min permesasの樣な條件文 

を補足して考へら必要があるわけです。要す 

るに條件文が無い場合の假宦法厲.(イ)•… 

かも知れめ。(ロ)…ですが、(多少謙遜の氣 

持で意味をにごす場合)の二つに分けて見た 

ら、解釋上餘程樂になるだらうざ思ひます。

senTorma 無形の〇 muta 啞の〇 nekompren
ebla 理解出來め、彳ま縊の知れぬ。sole=nur 
唯・だけ。〔紬く;) '
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文 法 講

3.語 Vorto .
Vorto （語）は eimbolo de ideo て、エスペ 

ラソトでは文法上の形式から語尾がな ＜ ては 

用ひられQ『本辭』ざ.語尾がなくて用ひ得 

み『助辭』ミに分けるが・それは文法形式便 

宜上の分類で、諡理上の實質に於ては同等マ 

めろ二さは前に述べた。

⑴ Specoj de vortoradikoj （語根の種類） 

本辭の種類は名詞.動詞、形容詞、副詞の 

四種わって夫々一定の訟尾で示されるのでお 

みが、ideo （1語根（wtoradikO）其ものの屮 

に含まれてゐる。但し四品詞屮副詞4他のも 

のから鶴來すみので.本源冬三品詞でめ3 :
a. 名詞的語根 Substantivaj radikoj
b. 形容詞的語根 Adjektivaj radikoj
c. 動詞的語根 Verbaj radikoj
例,、ばpatro （! 〇がついてゐろために名 

詞の意味ださ云ふの・ではなく Lて・語根patr1 
自身が既に名詞的觀念隹含んでゐらので、語 

尾〇は名詞的語根pati"が文法上その本來 

の意義たち名詞ミし用ひらUてゐみ:こん便 

宜的に示すために附したのに過さS。 Patra 
"名詞から轉來し7:形容詞、卽ち名詞の觀念 

も含んだ形容詞でめる。なほ名詞の中に任具 

象的（konkreta）のしのもあり、抽象的（abst
rakta） のものしわり、物質も示すもの（mate
riajn 個々のしのも刁;すしの（individua）等が 

あお。B訝はaを附げす・さし旣匸形容詞た 

る意味な仃する。動詞には自動詞ざ他動詞さ 

がわ3から語根も亦他動詞的語漲i“動詞的 

.語根ミが存在すみ。例へは Moif （X自動詞 

的認根で、Turi?は他/詞的語根て・ある。

Li mortis, Akvo turnas la radon で、二 t1も 

mortiĝis, turnigasさ云ふ必要はない。然し 

Morfも他動的怠義（殺す）にするに（H igな 

つけ、tunfも自動的意義（廻垃ろ）にするに 

II iĝ花入れ＞ mortigi, turniĝiさぜればなら 

ねは勿論。

13本語では『切ろ』は他動詞・『切れる』は 

自励詞であるがtranĉ1 （!常に他動詞でめろ。

Mi tranĉis viandon.肉な切つ ア:〇 

Ls tranĉilo bone tranĉas （aĵojn）. 
此のナイフはよく切れみ（とく物む切る） 

此の第二例t結局目的語が略されてゐるだ 

•けのニミで.矢張り他動詞でめる。

話
小坂狷二

卽ちエスペラントの單語を覺龙みには元來 

その語根が名詞でめらか形客詞であるか、動 

詞なb他動詞て•ああか自動詞でおろかもも覺 

えなければならむい。

玆に口總論さして動詞を他動transitivaざ 

f］動netransitivaの二つ!二大別したのであみ 

が、な ぼ aga kaj stata； kaŭza kaj neŭtrala, 
subjektiva kaj objektivaなこ•さも別け得み〇 

それ“いづれ各論ざして講釋すみ機倉がめみ 

半さ思ふ。名詞に就てもkonkreta, abstrakta 
の外にsub-konkreta等の分類もわるがそれ 

も將來にゆづちこさざすみ。

〔注就Ĵ⑴『“動詞（語根）』+渤（mort
iĝi, ĉesigiなご）、『他動詞（語根）』+igi （Pre* 
sigi, ŝanĝiĝiな£）に就ては後に述べみ〇

〔注愆3 （2）接尾字、語尾等もmemstaraj 
vortojミ見なさるべき二ざ（Plena Gramatiko 
第11條）"前にものべた。從って此等も三品 

詞に分類し得る。例へぱ町,山,i】等は名詞 

（=〇）, ec, ebl,indなビは形容詞（=“），山, 

ig,运（I動詞（=i）の語根でめら。

〔注意;）（3）但し芒'れにL適應・出來ろneu
tralaj sufiksojしある:eg, cl, um なざ〇 自 

動他動の區別がないelementojもある:'i, 
ad,の如\;Xそれである。これは血Usojな 

ち1＞のはpli ĝenerala sencoね有する了:めで 

ある 〇 例:Homo vojas, hundo bojas の voj'i 
は口動・詞，bastoni （［他動詞。文法家（ここに 

凰詰文法から物缶論ずる人）によってに前述 

のtranc,餉'なミ・も艾中に目的語が才）るな 

Lで他動詞□動詞に使ひわけられるように述 

べら人しおろう。文法の就明の力便芒しては 

勿論結構（風詔の習慣に二ち・つけるこざによ 

って記憶の便な與へ）て・ある。然し英語の. 

He changed his mind （他動），Ilis opinion 
has changcd （ 口動）みご过任全然異も〇エス 

ベラントでŜanĝ,は常に他動詞であるから 

Li ŝanĝis si tii intencon ;lia opinio Sangigis i 
云はればならめ。

〔注意〕（4）エスベ弓ントに（1『前置詞宵 

略の目的格』ミ云ふ用法がめる。此の堤合に 

は元來自動詞仁ちべ、動詞が他動詞の如く見 

える 〇 例へば Mi veturis Londonon （Londo
non = al Londono）, Mi ridis lian malkuraĝon 
（=pro lia malkuraĝo）に於て veturi, ridi （X 
文法形式上は他動詞のように见;しる。其任前 
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買詞省略のためで論理的には自動詞でい6 
更に前置詞を自動詞の前に冠い冷成動詞に 

於て殊に•然りでめも:Mi travojaĝis Eŭropon 
(=tra Eŭropoj 玆に於て『自動詞に場所用 

の前戒・詞を樓頭い:場合には之を他動詞さむ 

I得る』ご云ふ事が云へ"此の昜合には接 

頭されら前置詞によって他動的の意味がal' 

vokiされ得らので、全く他動詞扱ひにして 

差支ない(後述、◎・仙Zizo第三寸・段參照)〇 

勿論询晋嗣を省略ぜす巫门て用ひて〔卽ち自 

阿詞ざして用ひて) 向筮支へはない:

lli pretekveturis preter malnovaj lmsteloj 
(Anderachj Fabeloj, IF, p. SI)

(2) Sinonimoj (同意語)

いくつかの語根が同じ(或は同じ樣む)意義 

む有す 3 ものがあ <>〇 Diplomaf=diplomati- 
ist'.本辭のsS+E kvulif (性:R)の sinonima 
sufikso (t ec\同意の語尾厲5であろ。卽ち

k vai iV (propF) = €*c' = 'n
objekt' (afer*) = a门 
hem' (best') = ul? J ="'='〇

ag* (far*, cst') = nd'='i
manier, (laŭ maniero)=e
語任此の如 く sinonimoj kun pli ĝenerala 

sencoな常に冇してゐるしのでわる。Tabl'(X 
mcbrの一つでわり、mebV (X objckVに含 

まれ.objekVは結局aĵの中である。

Tubi'=objckt' = aĵ' = '〇
或(I tablCobjektXaj)Co).

Bel'=kvalit' = eĉ' = 'a
Bat' = ag* = ad，= 'i
(3) Pleonasmo (反覆)

『紅い紅梅・馬から落馬』は少し極端だが門 

じ語又はsinonimaj vortojをくりかへして云 

ふ事がわる。Ĥ本韶でも『女』を『女人』ミ 

云ふ:こがあるが、此の場介の『人』U pho・ 
nasmoでめる。フランスざ云へば國名でめる 

のを『フランス國』さ云ひ(フランスは外國 

語で一般には國名だか人名煮か何だかわから 

Rので理解やすからしむみためにpleonasmo 
の『國』をつけたしの)、『車/々反側』『くりか 

へしくりかへし歌ふ』むご云ふ皆然り。最後 

の例なぎに見られる如く pleonasmd (卫語意 

な强めるCemfozi:効能もわら。Jes!だけでも 

わかみのねJes, jes !さ云へばemfazoにな 

お〇 !inarbo (松の木)はp：noだけでわかち 

のであおカ、らarbo (X pleonasmo である〇 

Plenplena, finfine^ ktinkunruli (Andei-ŝen, 
Fabeloj, II, p. 71)な芒'は cm fizo 又(よ語意 

に面白昧を1> 7:ぜる处のpleona inoマめら。 

此の如く pleoわ愛mo厲言語:i Iては不斯に 

使用せられみ現象であろ。然I文の爪意ごし 

て肚pkonasmoは餘冗であるから之を取り 

去って考へMばならぬ〇女人=女pinarbo = 
pino = pin' (〇 !t pleonasino^・

Patr,任既に名詞の意味も有すら、卽ち. 

F:itr'=hom'=ul' = oでああから Etroは形 

式〇-〇さむり語尾〇枝實はpleonasmoであ 

ろ〇然しpleonasmo "言語こして找全く蒔 

通なこさであるのみならず、文構成上の役割 

な示一更に・j,力なみ添加語尾もそへち 

上に於て語尾〇仁便利でわり必要であら。

Belo (I beF=kvalit=cc a でめるから形 

式『”〇』卽ち『belなる性質:形容詞)も示す 

名詞』たる『美しさ』の意。Belecoは形式 

a-a-oさなるからec (X pleonasmo でめり、 

之は略し得て結局beloミsinonimoであみ。 

卽ち『类しさ』はbeloで、belecoさ云ふ 

『必要』(1ない。然しpkonasmo (t 葉な》 

emfaziすち上.使用してもー向差支ないので 

あろからtelecoさ云つよざてー向差支ない 

こざpomo在》pomfrukto C林檎の實)ご云っ 

てい、のビ同斷て•わる。且つpleonasmo (I 
後にも述べる如く微細な意味のちがひも有す 

Z sinonimoj 生み出す了：めにも役に立つ〇

Bros'厲それ门身名詞でHつ『道具』か 

盍も含む〇 依て brosilo=il-il-o の ii(I ple
onasmo であろからiiな拔いて昨丄にbrosoこ 

云ふべきである〇 Brosi (X il-i卽ら形式〇・iで 

『brosで云ふ物(道具)で行動をする』ag(i) 
per il(o) nomata „brosn.『ブラシをかける』 

怠さなる。然しbros!のi心パってbrosoざ 

したのではbrosa1)=皿〇)マ欠張り元のナラ 

シの意芒なり■『ブラシもがけみこざ』ご云ふ 

動作を示す名詞に(二ならない。此の意味にす 

るには!fbros(o)で動作むすS⑴二ざ(〇)』 

卽ち形孟〇-1-〇で、謂い bros-i-oである。 

然るに・i •(文語尾で語間に枝用ひられ・ぬので 

めろからi过sinonimo jl〇接尾字(譜間に 

用ひみための語根)adを用ひbro.^doミせ 

袒ばならない。

AmcrikJ (X旣に『國』の意を含ん■てゐみか. 

ら Amerikujo (uj-ujo)(1 j)lrona mo でわろ 〇 

Ang? (X anの倉であちがuj •の总は勿論ふ 

<まない。依て英風はAnglujo (ヨmFjo)芒 

町を入れ旳ばならぬ。Eksterはその屮に、 

lbk'(=可')，の意を含む、依てeksterlokeは 

pleonasmoで單にekstemeご云つてよろしい〇 

然しali (X=aV«jの意任ないからalilokeミ 

£りばなら)00 Alie (X ali(manier)e[T然らず 

んば』の盍でわる。 ・



46

PALACO DE DANGERO
' 【エス文藝渉臘】 伊藤己西三

XV!五H間の矶ミ絶望任Romain de Vrie 
の心に人なる影響も與へた。今や彼はMada
me Pompndourね悪すろ事の愚も知り彼女（エ 

決して彼も愛してはゐない事を悟った。又種 

々の幻が彼も?Vしめた。最1彼の良心を苛責 

したの任罪のないPierreも死に導いた事で 

あつ讥。

XVII Bellevue で任 Pompadour が勢力な・ 

保ってゐた十年問多くの祭があった。Louis 
の氣質肚、驚くやうな事でなければ愉快にな 

らなかった。が.彼女（［その點で（壬天才であ 

った。〕8口の晚Bellevueの城では花祭で多 

くの客が集った〇 Madame Pompadourの敵、 

殊に首相の後援してゐみ彼女の競爭者Mada
me de Coislinも招かれた〇 Pompadourが純 

白の着物を着て現れみ芒、Madame deゝlim- 
poix （I Coislinの紅い着物ご比較lて眞球 

ざ疔ださいふ。その中に喇叭ご共に王が入っ 

て來ろざ直ぐPompadourの姿に惹きつけら 

れてCoislinの傍を通り過ぎても氣が付かな 

い。食堂に入るさあらゆち色合の盔薇が壁を 

蔽ってゐみ。王は花を折らうして手を觸れ 

おミPompadourが注意Lたので.よく見る 

ミ皆Sĉvresの磁製であち。王は大滿足で 

Princino Porcelanoの爲に乾杯する〇唯首相 

だけは國庫の狀態もよく知ってゐるのでその 

濫費を見て憤慨する。Pompadourはde Vrie 
な思ひ出して妙な豫感を感じて早く終ればよ 

い芒思ふ。やがて王に歸へらうこ云ひ出して 

玄關まで出たが急に警護を先に返へして又戻 

わ

XVIII LouisがPompadourの室へ行って 

待ってゐ办壬叩く音がすみ。そニへ彼女が、 

Madame du Ilaussetミ 入って來て驚くヨ モ 

（よ冗談に自分（I Gardanto de la buduaro 花 

してゐた过云ったのて■、彼女はしsmoyne花 

思ひ出してdu Ilaussetに輕わるご殺された 

さ聞いて吃腐する。du Ilausset （Ĵ尙、近頃 

幽靈のやうに、叩く音がするミ云ったので. 

Pompadourにド;惑して、王を歸す爲に音の 

原因も調べに行かなければならないさ云ふ。 

王は何心なく、de Vrieの幽皴かも知れむい 

ミ云った所が、彼女（I夭も當て二すりご誤解 

して何時か後で説明しませう过云った。この 

言葉で王は铤ひ始め.すぐ白狀しろこ命令す 

る〇彼女に故意に、本當のde Vrieださ打 

明けてしまふっしかI 一計も案じてde Vrie 
の愛してゐるのはSankta Cyrから連れて來 

讥Destine de VAre! ださ云って彼女を連れ 

て來させる。又ハンカチ花示して證據さし'T： 
が、王に厲神聖力秘密室に隱い:事が立腹の 

元さなって、Destineごdu Ilaussetをその 

室へ遗ろ〇 Pompadourはもう身の破滅さ考 

へて注然ざしてゐみさ、その姿が如何にも 

（'armaなので王の怒が鎭り、Versaillesに連 

れて行って女王の女官にしゃうミ約束すみ。 

:の役目も彼女厲前から望んでゐたので大い 

に喜ぶ。

XIX Destineさdu Ilaussetが秘密室に入 

ろ过哀れな男も見出した。Destine （!それが

Vrieだざ聞いて驚き、且喜ぶ。早速替者・ 

の!）-ro Quesnayか呼んで手當させる。吸日 

後Destineの居ない時にdu Ilaussetはしe- 
moyneの死を知らせた時は彼は再び病氣が 

重も程悲んだが、Madame Pompadourが、 

Versaillesへ行ったこ聞いても何等興球を感 

じなかった。二の變りカ仁自分にも分らず、 

今までの出來事も考へろ事も出來なかった。 

彼厲Destineを見た事があみやうに思ったが 

何處で會ったか思ひ出なかった。或時Destine 
が歌ふざいふ事を聞いてやうやく淼の中の事 

が思ひ出された。やがて彼（1彼女ミニ人でゐ 

ろ時を望むやうになった。或口 Destine "思 

ひ切ってハンカチな返へさうごしたが.何故 

か彼は記念に取っておいて吳れろやうに云っ 

て受取らない。

XX Rが經っにつれて病人は速やかに恢復 

していった。彼は牢獄へ行かりばならないの 

を知ってゐるので彼女にそれこなく別を告げ 

Sankta Cyrに歸へみやうに.又自分を忘れ 

みゃうにミ賴む〇 Destineはdu Haussetから 

四日後には彼は牢獄へ行かればならぬ事む知 

り、何ミか救はうこ決心する。

XXI Destine （X Versailles へ行って Pom- 
padour の助けを乞ふ爲に雪道も歩いて行っ 

むが、疲れて途中で道に坐り泣いてゐるさ・ 

Jezuito派の僧侶が通りかゝĴ5。彼女が助け 

を乞ふミ・彼は自分が王様ならその願を容れ 

みのだが、この場合Pompadourの助力も願 

ふより仕方がないさ云ふ。彼女が僧の名な尋 

ねるさ Patro Bona Esperoださ云って立去 

る〇
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彼女は道な尋のながらやうやく宮殿 

I二着いたがPompadourが屈むいざ聞いて、 

王に會ひ度いざ云ふのでしebelが王の私室に 

連れて行く。彼女はいくら待っても誰し來な 

いので怖ろしくなり室を出やうざてろ途端. 

王が數人の家來に抱かれて入って來たのて\ 

彼女はカーテンの後に隠れる。王は叛逆者に 

刺されたのであった。彼女枝混雜に紛れて逃 

出す事が出來た。 ^

XXIIIDestine厲すぐ前の階段な下りちさ 

扉に突富ろ〇彼女任Madame du Haussetの 

言に從はなかった事も悔んでゐあさMadame 
Pompadourの聲が聞え〇ので玄んで戶も叩 

くご、Pompadour白身が戶を開けてびっくり 

マZ 〇 Pompadourの問に對して彼女は今まで 

王の室に居た事、王は死な、かつ事等を語 

あさ、Pompadourは非常に喜んだが、Destine 
（X de Vrieを救ふ事（よ王が死な、い限り絕 

望であるご聞いて王が死り（てよい^思ふ。 

XXIV暗殺者（エDamiensさいふ男で直ち 

に捕へられ死刑に處せられた。皇太子の從者 

逹はPompadourも逐出す爲に王に聖餐絵を 

するやうにご頻りに促す。しouis （I Metzで 

病氣になった時も欺されて聖卷禮を行ひ、懺 

侮もして、富時の籠姬Chateaurou!な城外 

に逐出した事があらので今度曲伸々承知しな 

い。併し或夜遂に王任皇人子を攝政芒する決 

心もI、其翌朝皇太子を呼んで攝政さする。 

又Pompadourも Versaillesより逐出すやう 

にミ命令する。

XXヽ’彼女（X <liateaurou.vざ同じ運命に陌 

った事を歎いおが致し方なく荷造りすらやう 

に言付け、口分は歷史にも殘みやうに堂々ざ 

城隹出やうご仕度に取掛る。彼女が今や出て 

行かうざするごMadame de Mirapoi!に出遇 

ふ。彼女はこの事任Jezuitojの計ひで.王任 

死ぬやうな事がないから.荷物ご數人の侍女 

だけち送ってPompadourは留まちゃうにさ 

忠言する。Pompadourもその氣になって留

・ • . V *

XXVI Destineは信で王が死ぬまいざいふ 

のを聞いて非常に悲しむ。彼女が他の侍女さ 

共に玄關に出ようさするご皇太子が歸城すみ 

のに會ひ、彼を見るミ森の中で出遇った僧侣 

て'めろので、思（XすPatro Bona Espero芒聲な 

出すざゝ彼も彼女に氣が付く。彼女が森の中で 

の事を思ひ出させるざ彼はその約束も果す。

XXVII Pompadourが室で冥想に耽ってゐ 

メミDestineが戾って來たので驚いてそのわ 

けを尋りちご、Destineは皇«子に會って. 

deヾrieが赦免され7:次第を語った。Pom- 
p:idourは二の無邪氣な少女の持つ力に感じ 

て彼女にtalismano （護符）でめろざ考へたの 

で、Destineがde Vrieの言葉に從ってSan・ 
k^a Cyrに歸へらうご談っても聽き入れない。 

XXVIII de Vrieが牢獄へ連れに來みのも 

待ってゐれ、攝政からの使が赦免狀む持つ 

て來た。それによら过皇太子（二次の日に（工そ 

の悽利む失ふので、しouisの氣付かわ間に西 

班牙まで逃れなければならない。彼はすぐ、 

Destineな探したが見龙ないのでSankta Cyr 
へ歸つ丫:事ざ思ひ.次め朝皇太子から差し廻 

された馬車に乘ってSankta Cvrに向ふ途中 

偶然にもDestineがVersaillesから送れて、 

僧院に歸へらのに出會ひ、共にSankta Cyr 
に行く。

XXIX 二人がEankta C尸に着くご彼女の 

友達が集って種々过朝廷の話な聞き、Destine 
が王の室に入り、皇太子や女王を見た事を閱 

いて驚嘆する〇 しestine （I早速 "omiiin de 
Vrieざ結婚式を舉げる事になら。

XXX Louisが再び王權を取り戻して報告 

を見るさde Vrieが枚免された事ち知って、 

立腹し、直ちに逮捕に向にしめみ。二人が捕 

へられて來みさ、Louisは女が一糸もに居ろミ 

|h1< Pompadourこ思ひ、大いに怒った 

が.それが Destineてあったので却って滿 

足しde Vrie在4攵す。そのUの午後、王は 

Pompadourがまだ城內に居みのを知って彼 

女む訪れた。夫から十年後には彼女の勢力に 

よりJezuitoj "悉く國外に放逐された。

註1.Madtime Pompadour （X 1721年12月 

29Hに生まろ。

2・ Monsieur de Marigny （I Pompadour 
の勢力で名前芒稱鉄も得た。

3. 王の臨席した誤會は1756年12月13 
日に開かれ、その前の日にしouis （I 
突然召集も決定したのである。

4. 殆んご全諾貝が放逐ぜらみ。六ヶ月 

後彼誓け呼戻され、議會は1757無9 
月1日からfunkciiし始めた。

5. Madame Pompadourが女王附き女 

官になつ了:事は大なる勝利であっ 

Ĵ;〇 彼女の敵Madame de Luynes （I 
この式を擧行しなければならなかっ

6. 王の暗殺は1757年1月7FJに起つ了:。

7. Damiens （I四肢に馬も繫いで引製か

8. 擴政お期間（13 0間であった。

9. 皇太子は僧服も着て貧乏人や病人の 
間ん巡みのが常でおつ讥。（終）
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歌曲の拍節ミ歌詞の韻律に就いて
•. ;ゝ• 尾:花•芳雄

エス訟の歌な作ミこミ社趣昧のあるものでマ。殊にエス語が明快な母音さ優雅な子ろざ兩者 

の均當な配合ミ在》有し最1音樂に適した語であるこ-(［斯語でĴKふ爲の歌な》作る二こに一層の 

興昧ご意義ざな添へます〇 H本其他在來の歌曲に作歌すろのも面白いでせうし民謠や唱歌さて 

は此塡流行の童謠等を譯すのも愉快でぜう。 . 一”皿・
處で小坂氏の作詩法講義中にもあります標に日本語ざエス語ビけ語の性買上共歌詰の号律橋 

成の樣式を異にして居ります。ロ本語の狀を作る時は句中の字數のみが問也になりますがエス 

語の歌も作る時枝綴數をむへみご同時に嗽旬の赧律(ritmo)を老へ①］なりません。歌詩さじ 

て韻律を整へる要あるのみでなく之を歌曲の曼求する韻律に合ぜしめりばなりません。歌曲が 

揚音節も婆求す込個所に抑音笳も當て嵌め化り抑音節の來るべき個耳に揚咅節をおて嵌めたり 

して(I歌詞は勿論の二さ歌!lli t rfi -＜來ません。歌曲の拍帝ミ歌詞の韻律この關係を無视して 

作歌しても歌へち歌“出來ないニミになります。 ’ ''

そこで趣味を以ってエス語の歌も作らうざする方の參考にむろかざ思ひますから次に拍節芒 

韻律さの關係を簡亂に硏究して見ちニミにします。此處にはニれだけ(Ĥ間違ひ無いざ信ずる二 

ミのみを記すつもりで'すが猶斶斷の點もおるかも知れまぜんから先輩の敎示も仰ぐ次第です。

1. エス語歌詩の韻律〔ritmo)(エエス語固有の揚咅及び任意の補助揚音に依り出來て居"

其律歩(verspiedo)には次の五極がめろ。 ^ ^

a,揚抑格(troĥeo) b,抑揚格(jiunbo) c・ 揚抑抑格(daktilo)
d. 抑揚抑格Camfibrako) e・ 抑抑揚格(anapesto)
歩及b (エニ音節(dusilaba)律歩でc, d及cは三音節(trvilaba)律歩であち。歌句〇ko) 

は之等の律歩の一種乂は數種の聪鎖でああが一旬中で揚音節の相績くこミなく抑吐節も二個以 

上相緻く二ご议ないから結局簡甲.に取扱ふ爲に次の樣に考へるこざが出來ち。卽狀詞(二揚抑格 

及揚抑抑格二律歩の何れか一つ又厲兩者の□由な組合せからなるものでわろ。處で歌句には抑 

音布に始まろものがあろ。此％:句頭初の抑音節の部分を變格律歩さ稱する二ミにすら。农格律 

歩(文抑音節一個又は二個からなるものである。歌句の句尾は一揚音笳乂は揚抑二音節に終ろし 

ので之等厲夫々男性句又は女性句をなす:ごは作詩法にわる通りである。

2. 次に樂曲の拍節(taktaro)に(ニニ拍子C强弱)のしのご三拍子(强弱弱)のしのさめみ。前 

者に任5, i,1,t冷等が劭り後者に任5,器れ,名!,走,I,刍等がわみ。拍節の第一•拍 

4必す强音で終拍仁必ず弱咅でわる。匹拍于のしのは第三拍に又六拍于のしの、は第四拍に强 

音が來る、拍節の强音部仕歌句の揚音節(akcentigi sibbo)の來るべき位置で拍節の弱咅部は 

抑音節(neakcentita silabo)の來らべき甥所である。

拍于の一拍が更に二分四分三分等さみ\場合は拍子の始めが强音で終りが弱音でわる。然し 

弱音部の二部拍(1共に弱音であり彳!｝み。之ミ同標に一音が數拍子又は數拍節に跨る場合にL拍 

子拍節は前の部分が强音で後の部分が弱音て•わる。之(工要するに拍子を小さく細くさるか大き 

く粗くさちかの閔还ざ見るこさが出來ち。

3. 音樂が英耍素さして内容して居ち强音弱音の週期的な律動(ritmo)が拍節(恤を如・〇)の 

形式で表されたのだから畢竞拍觸(エ樂曲中の强音の位置を示して居るこざにな"之に依り樂 

旬の拍節に倣って揚音節の位置を定め之に適當の抑音節隹配して揚抑及揚抑抑二種の律歩の聯 

鎖を作り其樂句に適合すべき歌旬の韻律花求むればよい。

强音の効果を顋はす爲には其削後殊に其前は弱音でなければならぬから拍節の終拍は门然弱 

音部さなち。從って弱音部に始まろ樂句にに變格律歩を適合すべきでめ;5。弱音芒强音ざ連結 

Wれた切分音(sinkopo)では强音部(I連結の首部に來みのでめちが四拍子の第二拍第三扌IĴ連結 

の如き場合には其罰の第一拍の强音部に揚音節沧配し切分音には抑音節を配置する。

4. 玆に注意すべきは拍節の拍子數さ徉歩の咅節數さは必ずしL 一致する｛,のでなく三拍子 

だからこて必ずしも揚抑抑の律歩が適合すち!1のでない。音節の數は拍血中の音又牡連音の數 

に依って宦まろ。故に場合により連績する數音を一音節に連結し或⑺反對に之を數音節に分割 

して歌旬の韻律な¢0滑優芙ならIめら。一々各極の場合を示せは・限りがないが基礎になろ例な
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擧ければ次の通りて'める。

音樂の拍節に五線上の縱線を以って示す。

:拍子ならば一拍節中にĝ分音符四個乂は之 

ミ同價値の音符を含む。

上の圖に於ては1）（I ；拍子さ見るこざが出來る。2）は切分音でめろ。の は二拍裕む二 

拍子ご考へみ。4） （: i拍子二つミ見み二さが出來ら。5） （I 3）ミ同じ。G）ざ7）は嫩音結 

合しお例でろる。

1

2

n

4

KOht-O>

谡小#工」
/ — / —• T «-w — /

Ho kl -en Lu ir - tS^ la Knab-o del mont* cir'

上の圖に於て1）は弱音部に始ま;s.第一旬は男性句で第二旬は女性旬でわる。

2?の句は女性旬である。 :；；，:J
3） に弱音部に始まり、男性句でめあ。

4） “弱音部に始まみが緩かな曲であるからニ音简繼格律歩の代りに揚抑律歩花適合し得る。 

上の例に依っても拍節の頭に揚音爲が趙かれてわる二さが分る。之は實際taktoをさって

歌って見るミ曲の律ミ調の律ざは常に合って居り其爲に歌の律動的効果が表仕れて來て居る! 

ざが一辭よく分ろ。 .

以上述べた處は至極簡単な又有觸れたこさですが犬いに平爲に取扱って見たっしりです。元 

來音樂の表現はH由に變化すべきIのでめリ之を律する法則（I最1自然で最も簡單でなければ 

ならないさ思ひますから。



50

質 疑
★ La paroladoj de D-ro Zamenhof 中の La 
verda stelo Ĉesos esti malkuraĝa £辿no de 
silento, ĝi fariĝos signo de labo:〇.に於て 

ĉesos esUの使ひ方が腑に落ちません。佑igos 
atiなら分りますが。（札幌后藤氏）

〔答〕Cesiは『（何々）しなくむみ\（何々め 

やめみ』、ĉesigiは『（人をして何々）やりな' 

する・止めIめる』意。

La pluvo jam ĉesis （fali）.
雨が止みまい:（降らなくむった〉。

I,a infano jam ĉesis plori （jam ne ploras）. 
子供復泣きゃんだ。

Iji jam ĉesis esti delegito de l . K- A.
彼（［萬國エスペラント會の委員もよした。

（委員でむくむっか）。

Mi ĉesigis ilian disputon.
僕（H彼等の論爭なやめさせた。 ・

此例の文肚『綠星は憶病な汐:默の記章で（： 

なくなって（記歸、、な!さもやめて）.活動の 

記为?てなる;さて・わりまぜう』さ云ふ意昧で 

すからĉesosでな < てけむらない。ĉesigosで 

はいけません。

★四方堂躱刻の Karlo, p.13,1.6： Tamen 
S-ro Davis volis certiĝi, ke lia filo sukcesos, 
t certiĝiを他動詞にしてcertigiミしてkc 
以下も受けろミ^れば分りますが.自動詞な 

りば・ke以下での連絡はごうなりますか。

（同氏）

〔答〕先づ第一にke-のついた從屬文は 

主文の動詞の口的語（目的旬技なろ他に、主 

文の主語ざU補足語芒も、形容語さしなり

彳まられる。

（（a） Tio estas necesa# 
l（b） Estas necese, ke li venu.

（a） その事は（主語）必要でめる。

（b） 彼を來させる二さ找（主語）必要だ。

J(c) 
i(d)

ゝIi scias tion. 
Mi scias, ke li mortis.

3）私厲そんな事は（目的語）知って“

（d）私に彼が死んな事は（口的語 '知っ 

てゐる。

次にcerta仁人な主晤にして『きつさそう 

ださ確信してゐろ』意に用ひられろ。

Cu vi estas certa, ke li venos ?
=Cu vi pensas, ke li arte （nepre） venos 

彼"きつさ來る壬云ふのだれ。

應 答
Li estis certa, ke lia filo sukcesos.
彼は必ず子供がうまくゆ くさ碗信Iてゐた

此場合に“ Li estis certa pri tio, ke lia 
filo sukcesos.过pri tioを》入れてもよい。 

certiĝi 找 esti certa になる卽ち fariĝi certa 
で.『確かでめるミ云ふ氣になみ•大丈夫さ 

見きわめなつけみ』意でめろから

Li volis certiĝi （pri tio）, ke lia filo suk- 
ĉefos.

子供が大丈夫うまく行くさ云ふ見きわめを 

つけたかった。

=Li volis sciiĝi, ke lia filo certe （nepre） 
sukcesos.

Certigiは他動詞で『他の人なしてcerta H 
らしめら（igi iun esti certa）』意ですから上 

の例の場合さはちがひます。

Mi certigas vin, ke li venos.
二ゝIi igas lin certa （Mi diras al vi, ke 
vi estu certa）, ke li venos.
わの人（士きつさ來まてきも（仰安心む"、 

保瞪します〕。

★Turgcnev の Elektilaj Noveloj, p. 1G,1.5: 
Ĉe la tablo （staris） tripieda seĝo, malalta, 
tiel solidedaura, ke Gerasin ĝin levis, faligis 
kaj nur ridetis.の solidedaŭrŜ の意（釜山荒 

木氏）

〔答］Solidi'血ilm頑丈造りで持ちがよい 

（こわれない）』意『机の處に三脚椅子がおっ 

讥、それは低くて.何しろさてし頑丈造りな 

のでゲラシソがそれもしちわげて落して見て 

只にツざ笑ってみせた（位で二われI何ざも 

しない）』。

tiel~, ke •••・非常に〜なので…•（すろ位）

★同書 P-17,1.1G: （En la ĉambro） estia 
amasigitaj forĝumitaj kestoj.の forĝumita （t 
釘着けですか（屁氏）。

〔答〕forĝita kesto仁全部戟から鍛逍Iた 

箱〇 forĝumita kesto （:箱全悄が forĝi され 

て出來てゐみのでC!なく forĝaĵojで取付け 

られた箱.卽ち『鍛治造りの箱』

★同害 p・ 20,1.11:Aliflanke, se tiu arbar
diablo—ke Dio min pardonu—ekscios, ke oni 
edzinigos Tatjana-n kun K apiton, li ja ĉion 
disbatos en la domo! Verdire 1 Oni ja ne 
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povas al li ĉion klarigi. I.iu ja, tiun diabion, 
—pekis nii, pekulo—neniel oni konsentigos! 
の意。（同氏）

〔菩〕驚いたり怒ったりするざきはDioだ 

の diablo だのを引つばりだす。例:Ho 
Bio!やれやれ（これはかなはね）Dio mia! 
おやおや（二れば驚い'た、〇 Diablo lin prenu ! 
（惡嵬が彼を取ってしまへ）仕方のない野郞 

だ。就中惡馬する揚合に"Diablo呼ばはり 

むす“然し惡如の名な唱へるのは神に對し 

て相ひすまぬ.罪業を犯した（peki）二ざさな 

み。此の文'Vit Gavrilaざ云ふ男が惡氣（エ 

ないのだがついポンホ・ソ云ふ際に人のこさを 

diablo呼びりかし、ハッミ氣がついてその度 

にKe Dio min pardonu !『神よおゆ;S Lド 

され』だのPekis mi, pこkulo『罪業者の二の 

わしは神様にすまぬ二を爲居った』さ云ひ 

過ぎの云ひわけな云ってゐるのです。『二れ 

や云ひ過ぎた巾譯れ丈』位の意の挿入旬でわ 

るから Ke Dio min pordonu, Pekis mi pe- 
kuloを全然省いてみれは・前後一貰して意味 

が取れませう〇

『それになア（Ali勺anke）,若しあン畜生の 

野郞（nrb'aドdiablo）が----やわニれや口が

迂つ沢——タチヤナもカピトンにめお仁すて 

え二ざな間き込みでもし？;らゝきつざ家中の 

物を叩きこわすぜ尢。全くだ（Vefdife） !あ 

いつに物な說いたって何でもわかってくれら 

二っちゃむいん仁からな。わのベラ棒奴郞の 

畜生な——またえれえこミむ云った——なん 

ごしア:って誠服せつ;（；れ龙からな〇』

★同書 p・ 22, L-6: Svingos pugnegojn, kva
zaŭ en sonĝo I Ne estas eble trankviligi lin, 
kiel? Ĉar li, vi mem scias, estas surda kaj 
krome stulta, kiel kalkano. Li ja estas besto 
••••Kiel t re m ol urbo li estas--Kial do mi suferu 
pro li?に於てなぜkalkanoがstultaのた 

さへにならのですか。（局氏）

〔答;）H本語でも唐變木なĥ云ふĈ同樣・ 

二う云ふ手合の言樂には大して理屈Iない't： 

さへし云ふわけで・多分『か、さ』は足のゆ 

くま、にいついて行く鈍感なものざ云ふの 

てゝ阿呆のたざへにしたものさ思代れます。 

又 stulta （malsaĝa） kiel Stipo ミも云ひます〇 

全文譯:『まみで夢中になって华二つ玉なブ 

ン廻けすんだ。あいつもむiiめみなんて出來 

（Xし门龙、ぎんなにしてかって?お前だっ 

て知ってる通り、あいつ彈でおまけに唐變木

〔踝のように間拔け）ミ來てるんだからなア。 

あいつお獸だ一（エニ柳のようにあいつは… 

あんな奴のために苦Lめられるわけがあろか 

い。

註:Kiel treinorarboし何かおてへて云 

はふミ1ナ:のを止めたのです。

★同書 P- 25,1.2 : Tiu sinjoro estis talenta, 
sed obf?ervis tro la ordon の observi tro la 
ordon （1餘りやか表し,すぎた?（同氏）

〔答〕然リ。Ordoは『（物の相ひつぐ）順 

序ヽ（順序も整然て立てた）秩序、（社會の順 

序ため上下の階級』。Observiは本來『（心を 

さめて）觀察する、（人の行動なご日もさめ 

て）監視すち』より『、法律、習慣等に心なざ 

めら.卽ち之も）守るヽ遵奉すみ』Obsedi la 
ordon『上下のへだてや秩序を遵奉する.や 

かましく云ふ』。

★同書 P- 33,1.11:（ris la vespero la sin
jorino ne trankviliĝis — kaj malbone dorinis. 
Ci imagis, ke ŝia kuseno odoris je sapo,l"j 
igis la ĉambelaninon traflari la tutan toluj- 
aron,一unuvorte ekscitiĝis tro. 0 ekscitiĝi （I 
證據が顯はれて居た?（同氏）

〔答〕否。Eksciti（I re人の心な〕激勤さ 

す.（犒神も）剌激する、興奮さす』依て 

ekscitiĝi『氣が（いら）立つ、躍起にな"興 

奮する』本文は『夜にむちまで夫人は不安が 

やまむかつ仁（中略）そして寢ぐらしかった。 

彼女は自分の夜具がシャボンくさいような氣 

がU： （Ŝi imagis, ke）.そして小間使に敷布 

を隅から隅まで（la tutan toFaĵ^aron）嗅ぎま 

わらい:、——まあーロに云へば興巒しすぎ 

てゐ7:のです』。

★同書 p- 47,1.-1:Simile al insuloj, disjet
itaj laŭlonge de 】a senlime disfluanta rivero, 
kiu ĉirkaŭas ilin （la insulojn） per profunde 
diafanaj akvokoloj, egale bluaj, ili （la nuboj） 
preskaŭ ne moviĝas.の akvokoloj は akvoko
loro の誤植?

〔答:）否。^kolo『海狹』になぞらへ 

（川の）『瀨、峽川』二れに空の更の形の描寫 

で『鳥の梯な形に似て一同じく靑い透明な 

潮をむして（per）その洲島を圍ってゐる無限 

に分流してゐる河ぞひに布潘されてる鳥のよ 

うにその雲（』殆んごじつきして助かないみ

參考:terkolo地狹。
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和文エス譯添削欄
編 輯 部

問1.私は諸君の運動に非常に同 

情するそしてこれからの人間の 

生活にエスペラントが必要であ 

るミいふに全く同意するC

答1.Mi tre simpatias vian mov
adon kaj plene konsentas, ke 
Esperant) estas necesa por la 
cstonfai homa vivo.

konsenti al tio, keこいふ使ひ方もした人 

が多數ありまい;が 山 の代りにkunを使 

ふかal tioも三ってしまって直にkonsenti, 
keさし了:方がよいざ思ひます。

por estonteca homa vivo ミし了:人があり 

まい:。それで任意昧が變ります-ecは一般 

に使ひすぎる傾向がありまま.硏究を要する

問2.しかしその樣な言語は事實

各國の學校に於て必修科目ざし

て敎へられる様にならなければ

役に立ち得ない。

答 2. Sed tia lingvo fakte povos 
utili nur kiam ĝia instruado estos 
(leviga en la lernejo de ĉiuj 1 andoj• 
(Sed tia lingvo fiikts 113 povos 

utili； se ĝia instruado no estos
deviga •…)
ごちらでもよい。X se ĝia •-の代りに 

ĝis ĝia instruado e«tos deviga •… ヾも よレ、〇 

遺徳江ったのは專實ミいふ副詞を役に立つ云 

々の方へっけないで必修科目ミして云々の方 

へっけた人が多かつ仁事です.原文の意味隹 

よく考へて下さい。

問3.我々は皆知ってゐるエスペ 

ラントの單なる同情者達のいふ 

事は吝抵この類だ芒いふ事を。

答 亠 Ciu el ni bjne scias, ke tia 
rezonmaniero esttis tipa ĉe la 
nuraj simp“tinutqj de nia lingvo.

Ni ĉiuj sciaĉ», ke nuraj simpatiantoj diras 
ĝenerale & tiel.二の & の使ひ方に就て申 

Iます。古いエスベランティストの間にしし 

んな使ひ方なする人がある位で異議を过な〜 

み人があるかもしれまぜんがお(ニー席近き 

tのな指定すみに用ふち語で距離乂は拒離の 

觀念に全く關係のないtiu, tial tiel, tiam, 
tiom 等にはつけても意味K さないざ思ひ 

ます。口本人が特にニれなつけたが为の(二!] 

ぷ語にめの樣にその樣に二の様にミいふ類の 

言葉があみからだミ思ひます。esperantoに 

し强いてそんな區別もし度いなら.あの樣に 

ざ二の樣にこの區別でも考へ出して下さい。 

問4.同情は眞に結構な事である

誰も平和に同情するざし、ふ。戰 

爭をのろふこいふ。

答 4. Simpatio estas ja bela afero ! 
Ĉiu ajn(liras ke li simpat aj la 
pacon, ke li malbenas la militon. 

Simpatio estas vere bonega, ••- Simpatii 
estas vere bone … Simpatio estas vere Ŝatinda 
…Simpatio estas tute bonも…等々、皆ま 

ちがいではないが原文のnuancoが少しし出 

てゐない。jれミかeblaさか、いふ語仁こんな 

時に用ふのです。

問5.言葉では平和をのぞむごい 

ふが事實には戰爭の準備をして 

•ゐも。

答 5. ()ni vorte vo! a s la pacon r 
fhktc oui preparas la mi liton ・

Laŭvorte, ili diras, ke si sopira? al paco ; 
sed tamen, en realeco, preparas por milito・ 
laŭvorte “莒葉によれ戊さ解釋出來むい事 

もないが普通laŭvorte tradukiさいふ風に使 

ふ語です炉ら單にVorteこした方がよい。 

siは再歸代名詞だから主語には使はれない。 

再歸さいふのは一の單.文の中で主語ごなった 

ものが再ぴ出る場合en realecoはfakteミ 

すち方がよい〇 faktoはvorto, diro又(I ideo- 
等に對此すみ語。realo (I idealoやrevo等 

に對比する語。語も揮ぶには對立する語な若 

感すあ事が必零です。

問G.エスペラントを學校へ持込 

む事を希望はするがその目的を
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逹する爲に何をするごいふ事も 

ない。 !

答 6. Oni volas enkonduki Esper
anton en la lernejojn, sed por tion 
ati ngi oni finas nenion

持ち込むをenportiさし了こ人が幾人しおり 

まい:それはあまり1aŭvorta過ぎます。

plenumi la celon.これ（I日本緡で目的か 

遂行す〇さいふしplenumiを遂行すみさ譯 

する二ざから來たのでぜうcelo （1atingiす 

べきものでplenumiすべきものはlaboro芒 

かtasko等です〇 "

問7.學校の必修科目にならなけ 

れば役に立たない様な言葉を習 

得したり敎へたりする爲に時間 

ご勞力を費してゐるエスペラン 

ティストに對して人々はあたか 

もあはれむが如きまなざしをさ 

へむける〇

答 7. Oni cc kvazaŭ kompateme 
rigardas al la esperantistoj, kiuj 
elspezas tempon kaj energion por 
ellerni kaj instrui lingvon, kiu 
povos utili nur kiam ĝi estos 
devige instruata en ĉiuj lernejoj・ 

tsilga芒utilaの區別兩方ざも口本語の役 

に立つさいふ語にめて仁ま〇場合があるけれ 

ごもごっちゃにつかって任いけませんtaŭga 
は或條件に適してつか"れる事、utilaは有 

用有往さいふ二ざ。エス和辭書で語を學ぶ昜 

合すべての譯註や造語もしらべて語のtつ意 

味の範圍をよく硏究すか事が必要です。 

問&我々は夢想家でエスベラン 

トの同悄者逹はまじめな實際的 

な事にのみ沒頸してゐる分別者 

である〇 •

答 8. Ni estas fantaziuloj kaj la 
fimpatiautoj de Impera nto estas 
prudentulcĝ, kiuj okupiĝas nur 
pri seriozaj praktikaj aferoj・

Ni estas la revantoj, kaj la simpatiantoj al 
】a Esperanto estas la diskretuloj, kiuj sin- 
ckupas nur al la efekti vernaj aferoj, 夢想家 

の譯には乂 revistojか用ひた人もおりまし 

た。istoやanto “不通常です。diskretaは 

っゝしみ深い芒いふ事で分刿あるざいふ事で 

はありません。-em-拄動詞につけら接尾語。 

汉沒顶す3にabsorbitaを用ひた人がありま 

したが能軌的に精神もうちニむ場合には不適 

當です。

問9.彼等は自分たちがかしこく 

我等は馬鹿者だご思ってゐる。

しかし彼等は事實に對しては丿神 

秘家である。

答 9・ Ili opinius sin 】况 saĝaj kaj 
nin malsaĝaj・ Seci tiaj saĝuloj
ĥikte estas mistiknloj.
神秘家の譯にmisteruloを用ひた人があり 

ました〇 misteruloさいったら人其Lのが、 

inistcraで・あるか又は mistero ふ行ふ人ざい 

ふ事になり二の場合には不適當。

問10.彼等は信ずる•いつか奇蹟 

的に學校でエスペラントカ;敎へ 

ら讥る結梅な日が來.その學校 

の先生逹が奇蹟的にエスペラン 

トを敎へ得る樣になり、人々は 

奇蹟的にエスペラントを自由に 

繰り得る樣になり人工物たる工 

スペラントに殛ご感情ご學ぶべ 

き傳統ビをあたへる著述家が奇 

蹟的に現れるビ。

答10. Ili kredas, ke iun belan ta
gon mirakle Esperanto estos inst
rua t艮 en la lernejc/j; mirakle la 
instruistoj el tiuj lernejoj ekka
pablos instrui la lingvon ; mirakle 
hom（）j scipovos ĝin flue paroli; 
mirakle estiĝos verkistoj, kapablaj 
doni al la artefaritaĵo animon, 
senton kaj imitindan t raci idon ・ 

〔附言2!いろいろな手ちがひから二腹も休 

んですみませんでしr:〇皆さん非常に進歩さ 

れましr:〇总味がわかる汀けには皆課せてゐ 

ます。た£譯語の擇び力がまだ粗潍です。こ 

の點について持に御硏究をのぞみます。自由 

作文をお送"下さい。

〔新課迫任本铁第59頁にめりーー締切本月末〕
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歡喜光明の言語
【故根岸貫氏追悼の辭】

『臨終の床に楼ってゐる人々が私に書を寄 

せてエスペラント（Iその餘命の唯一の慰籟で 

わちご書いて來み者が;屢々あるが、此の人洼 

はその峙實用の利益なざ•の事な考へてゐたの 

であみうか。否、否。皆.エスベランh主義 

の中に含まれてゐら思想も銘じてゐたので方 

ろ “••・•••X
二れはプロニュー宣莒に對しザメンホフが 

犬狮刊Lをなした第二回大會に於ける演說中 

の言葉である。エスペラントは單なみ莒語で 

はない、吾が生命であるミ云ふ吾人の叫びを 

嘲笑＜ 〇 !P:人仁多い。然し乍らそれの實證は 

奇漬の如くにあまりに屢々吾人の耳目にふれ 

みのであら。

一昨年十二月JOAKが初めてエスペラン 

ト講座放送なし记時、一萬數千の聽者の中に 

一心に耳を傾むけてゐるー老人があつ允。テ 

キストの餘白"鉛菲でまつ器になってゐた。 

『負:問拔きの絕對聽取で杯めて不便なれご文 

法基礎力は其後H々の自已硏究で半通・畢竞 

此の收獲に興味津々たちIのがあった』ご・又 

『小坂.秋田兩氏の模範エス换習む森氏より 

借覽（十二月二十四ロ）。極めて怒切の說明 

付。附錄共三百五十頁大部のもので。此通覽 

け興昧の湧出を助成して愈々此後の硏究を繼 

續せしむるものであった・•••••••』ミロ記にIる 

された。

是に東京市芝に住せられ化根岸貫蓊で、翌 

二!］十六［］學會に入會。B夜孜々ざして研究 

に沒頭して居られるざの事で昨年小坂氏から 

學會の會合へ出馬おってはさ手紙を差上げた 

のに對しも少し時帙がよくなつ化ら外出出來 

るようになれるかも知れないカゝ目下は不能. 

實は老齡にもか、わらず感づる處おって三百 

日を期してエスペヲソト研究完成な發願した 

のでめらざ云ふ御返事て・あった。語學の硏究 

に日限も切みミ云ふのはごう云ふわけかさ、 

不審に思ってゐた處半歳も越龙て去十一円一 

H突然同氏の御子息根岸幸氏から小坂氏宛适 

書、エスベラント圖書入四帙、み會への寄附 

金 圓も下記の書状に添て送り寄ニされ仁•

『・••••••・亡父贯儀昨年十月中旬より胃癌にて 

臥宋中（エ殊の外エスペラントの硏究に興味を 

感じ一血識なま尊兄に私淑する處頗る深 ;雨 

來硏究の步を進め居り候が集石其効む不奏去

ろ十冃二十八日午前三時四十五分終に永眠化 

候・•…幕』

腐然ミして吾人は您も正さりばならぬよチ 

な何か殿肅な氣にうたれたのでおった。日限 

も切っての語學硏究。それ任死も日前に睹 

て.餘命を數へ.是非共宿望でめったエスベ 

ラント學習を了へてから死にたいご云ふ・熱 

烈むち願ひから出たものであつ7:。帙に納め 

られ7:ものはエスペラント圖書十九部、手帳 

六册。圖書に“各卷書き入れや下線が縱橫に 

ほご二され、その偉人むろ努力のあこが歷然 

ミして見られる。

『エスペラソト研究ĥ誌』さ記された小手帳 

も披見すみに連H々夜耀進せられた老人の意 

氣、若輩をして正に蹶起せしむろに足るもの 

があみ。

『三月一日C字書の使用文字調べも試みた。 

エス和字典に據ての鉛筆印ななしいもの其 

計二、三〇〇字（人概ヽに亘力。此數は最早酋 

通の書も見るに不足なしご考へらみ。每LJ 
同じ文字の繰返し搜索をなし居るものに近 

し〇

三月十一F1。エス九十日紀念日。本口迄の 

成績一覽。1・ラチ亦テキスト。匕模範痂習。 

3.同第二部。4.ウ•エルゲ・心テノ。5.マテ 

方■ファルコネ。6.やさしい讀物。7.中等誡 

本。8.エス捷徑c 9.ロンドン塔。10.新エ 

ス講座。1L外レウ•オナリエンタ等月刊物三〇 

合計六七七亘。一H平均七頁半內外。凡そ九 

十日內に三【1位（一月一、二Hを加へて;休む。 

正味ハ十七R位。基礎的自修の信念を養成し 

たのでめも。

三月廿一口。今口コソハエスの壹百【］紀 

忿。昨夕類シレブル單語二十七個を稍人型に 

認めて壁に貼付し意味ミ綴の記憶を二［Ĵ問に 

晞保ぜんざ企て、夜に入り風:々晤誦を試みた 

るが其爲か否かー夜安眠出來ず。

三月廿二口。百日紀念Uの翌百〇 一日目。

マテオ・ファルコ彳、全編本口 一氣に通讀を試 

み午後四時前に終了す。意義全篇貫通殘す所 

なし。愉快限なし。昨百日紀念の力の程度を 

□認し得た■…•…〇今後の百口を樂まん。 f

三月三十一日〇ダンヂン〔Georgo Dandin） 
本式にハ頁研究。今日百十H目。

匹乃十六U。未明半唾半醍の間に記憶に止 
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ろ單語熟語の數を數ふるに殆んご五百に上っ 

r:〇目覺めて直ちに抄錄（數u前から始め仁 

各書からの單語の書き拔き帳の二。に依て 

此の夢の辿りに漏れ7:ろ記憶語も檢せみに略 

百語也、大髓相違なき所六百ざ假定す（前置 

詞、搂頭接尾字の數は加へず）。日常普通用 

槪算の語數在•一千語ミ推定し讥・•••••••〇自分今 

未明の槪算の起憶數五百語は恰も所期の半數 

に達 い:らもの、如I。鞭罐奮動此處一番の 

切要でわみ。但神山欝捕の注慈當分病體の身 

分たあを遺憾さする。

同二十五口。未明から「國境の夜」（骸骨の 

舞跳）。午後二時迄に（鳥田氏來訪二時罠位 

を除き）丁度十頁。一光景通讀を了す。今Hの 

收獲は故大なるものに感じた。程度の適中さ 

新作語の興味深きに依みものか芒推察い:。 

依て更に此種の新書入手のを銘を興した。

五月三口。單語抄錄第一編の最後二十數頁 

肪寫。エス和字典•キ日全頁披見通覽。五月分 

レゲオ數葉通讀。 \

同四日。一種の紀念日であろcエス和字典 

一月二十一日使用始め本日帀〇五F1目で裝幀 

破損を修理し了:。

五月十口。百五十日紀念。百三十日紀念に 

比べて進歩の程度漸く顯苦ならざZ {,@然な 

らん。只人體何れの書な開いても馴染の文字 

績々ご表けるの思ひわり。

七月卞一FU午前二時より約二時間許りレ 

ヴォ通讀。起床早を（實は床上）レゲナ七號遥 

草の出來事約四時間宜む要した。外エス頗る 

勉强近頃絕粧。エスニ百十H Hである。

ハ月六Ĥ。レヴオハ月缺配達あり。從來に 

なく立派に出來た。浮也繪版數葉を加へて大 

に閱覽を唆る。丁度咋H來病勢の加はるを口 

覺いL疲勞して本號の發展か歡ぶの一方閲覽 

り氣を生ぜす。遗憾々々。

ハ月七日後披證不可能さなみ。エス機緣百 

九bHo二百日に滿たざりき。左れミ・病中の 

生命は緊りてエスに存し

未來約三十年にIて全く世羿の補助共通語 

7:みを疑はず歡富限vjなきを覺ゆ。

エスに對する小坂狷二先生の努力の偉大な 

みを敬服する所。

エス絕筆。八月十一 R午前四時十分』。

以上（I根岸翳エス硏究U誌の一命の抄錄で 

おるが。その病邀ざ戰ひ乍らの人努力任云ふ 

も更なり.そのまた立つ能はざるに及んでも 

なほエスベラントの成功を祈り.それを臨終 

の歡喜ざせられ了:有様を想見するに足りる。 

彼のレオがノレド、アインシュタインが臨床の 

床わらザメンホフに寄せた占にt正に比すべ 

きものでわる。

『エスベラント（I單なみ音語で仁ない』誰か 

死の宣告を與へられて.その死期を數へなが 

ら英語やフランス語の學習を思ひ立つ者がわ 

ろうか。エスベラント任死の床にある人に'T 
ら喜びを與へ、光明を與へ.超人の力な興へ 

てくれち。そニに何しのか丫なければならな 

い。

吾々はその歡喜、光明あちエスペラント隹 

學びつ、めるのであZ）〇學習ご普及こに邁進 

して未だ之隹知らざる他の人にI此の喜びむ 

頑ち與へりばならない。か

根岸貫氏の逝去を悼むミ芒もに吾々（［普・ 

の貴い義務を思ひ起したい。

LUMO POR MORTANTO
La 28*an de Oktobro de la la^sta jaro 

mortis tre maljuna samideano K. Negiŝi el 
Tokio. Li eklernis nian lingvon per la 
radio-kurso en Decenabro,1927. Tiam li 
jam suferis de kancero kaj aetaŭvidis sian 
morton, kiu kredeble venos post du-tri cent 
tagoj. Li decidis nepre ellerni EKperanton 
antaŭ lia morto, kaj sekve spite de lia alta 
aĝo li studadis vere tage kaj nokte. Lu 
grasmakulitaj libroj postlasitaj de li tre bone 
vidigas lian fervorecon. En la lito de morto 
li skribis : " La sorto permesis al nii studi la 
karan lingvon nur malpli ol ducent tagojn, 
tamen ini min tenis al Esperanto per luia 
tuta koro en la mortolito. Mi forte kon
vinkiĝis, ke kredeble po比 tridek jaroj E pe
ranto plene sukcesos kiel tutmonda helplingvo. 
Tio donas al mi senliman ĝojon. Mi elkore 
dankjv? S-ron K. Ossaka por Jiaj enerĝ aj 
klopodoj por Esperanto.^

Paro al lia cindro \
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巳歲ミエスペラント

26. 一つの皮肉

1929年の初めに催され7:或る有力な會合の 

席上の談話をそのまゝ。

岡倉山三郞氏（元東京高師英語敎授）「ヱ 

スペラントあ感除補助語过する說は如何でせ 

うか匚

樱井錠二博1：（帝虜學士院長）『先年學士 

院萬國聯合會の諮問により、帝國學上院に於 

て國隊補助語問題を諮つ沢結果は、殆んご滿 

場一致マエフ、ペラントを推獎する事に決し、 

之隹萬阈聯合仟に答へア:處・他國の學士院で 

エスベラント說な出したIの任一つもなかっ 

7:樣です〇... 』

山口銳.ヒ助博士（宮中顧問官）［■矢張り國 

氏性のない言葉任駄目です。•••••・・・』

鎌山榮吉氏（前文相、樞密顋問官）『生扌 

7:言菜・living liinguageて・なけれぱいけな 

い••…〇』

さて同席のトルコ代理人使ファッド•ベイ 

氏のフランス語の談話中.同大使が自ら笑ひ 

乍ら話したのに調子を台せて.破頸一笑し讥 

のは列席中の前トルコ駐在大使內田定槌氏

人で・ 前記及び其の他の偉い方々（エ皆な次ヶ 

敷 い、顏もして屈られたのには何だか犬きむ 

皮肉も感ぜずには居られむかった。

27.巳歲と Esperanto
昭和四年（1929）は干支では已巳さむってゐ 

み。いま已歳芒ESPERANTOさの關係を 

一瞥Lてみよう。G1無前の巳炭（1869年.明 

治2年己巳）Iこは、神童Zamenhof （I未だ法 

定學齢の十歳に達して居むかったが.Bialy- 
Stokのgimnazioに入學な許可された〇かく 

て1379年6月之れな•卒業し、モスクワへ遊學 

してヽ大學醫學出;に入學 い:が生活の途立た 

ずして、1881年の巳浚（明治］4年、辛巳）にワ 

ルシャーワに歸り、同地の大學嘗舉部に入っ 

1:〇此の次の巳歳なĴS1S93年（明治26年、癸 

巳）には、漸く飢も凌いでゐたZamenhofの 

生活谜がりび劇しくなり、彼任夫人を二子壬 

共に里に歸し、口らGrodno市に赴いて眼 

科孟を開いた。幸ひ患者I相當にあったので 

間しなく夫人ミ子供もワルシャーワより刃3へ

粟飯原 晋

此の地に永住の計畫か樹てたのであった。し 

かし兩三年後に任.同業者も現はれて、生活 

が苦しくなり、ワルシャーリに移みに至った。

苦しいが.然し他人の味ひ毎ざる先驅者の 

喜びを事樂して來たZamenhofのEepeaaiito- 
movado （i1905年の巳炭（明治38年.乙巳） 

に於て愈々具體化して來た。卽ち此の年8月 

〇-13 〇フランス北海岸のプーロニュ•シュ）レ• 

メール市に第一回萬國エスベラントソ、會が開 

かれ、世界各國より約800名の局志が出席し、 

互に極度の感激、-・生忘れ得ない印象も獲た。 

買窮なるZ.menhofい 此の頃は、一週間の 

暇を作リ、フランス迄の三等汽車賃も丄面し 

得る丈けになってゐたので、之に出席しア:の 

M勿論であつ化。彼はフランス政府よりレジ 

ヨン•ドノール勳帝な授けられ・大會では偶 

像的尊敬を受け、大いに面目を施した。此の 

後、Esperanto連動は年々歲々盛んになるー 

方でわったがヽ1914年のヨーロッパ大戰に此 

の平和的運動に犬打鑿か與へた。;の打衆（エ 

人類の平和を夢みて居た D-ro Zamenhofの 

胸に何人よりも最も强く二了:之お。彼は心勞 

の結果、花痫むみ心臟病を起し.1917年の匕 

歳（人正6年、丁巳.1929年にその第】3回忌 

に當る）4月14 ロ、恒久平和の來るHむ空し 

く待ちわぴつ、、淋しくワルシャーワの灸氏 

街で永眠し沢。古今東西未曾有の世界大戰も 

漸く終ご共に、暫く下火でめったEsperanto 
蓮動に再び勢づいて來た。大戦終末な劃して 

起った國際主義の現代は國際語Esperanto 
耍求すらニミ切でわる。D-ro Zamenhof逝 

いて13年.1£29年の巳幾（昭和四坪、己巳）に 

我等の Esperanto運動は如何に進展するで 

あらう か〇 Universala Esperanto Kongreso {I 
その第21回な中歐 Hungarujoの首府Buda
pest に開かれんミし（2-9, aŭg.） Japana Es
peranto Kongreso （X Tokioに第】7回大會を 

開く。今から大成功も祈る次第である。

然して巳は蛇であみc蛇はエス語のS・E・ 
R-P-E-N-T-0 であち。巳炭ざ ESPERANTO 
ミに何等か關保ありミすればESPERANTO

SERPENTO + A以上のtのでわら5。
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Leteroj en kaj pri Esperanto
Tiuj ĉi leteroj estas privatsj< Sed &r ;la e hxvo estas interesa ankaŭ por la legantoj de 

LA REVUO ORIENTA, mi petas la pe meso al la sendintoj de la leteroj ilin publikigi.
Naokazu Kawasaki

Kara Famideano,
El Oriento venas Ia suno 1 Via kunlabor- 

q lo，la J:ip na kunlaboro sur ĉiuj kampoj, 
precipe sur la fclenoaj, potence helpos al la 
disvastigado de Efperanto en la Eŭropaj 
kleraj medioj. Daŭrigu vian energian aga
don ! Tion vi Japanoj bone komprenis, ke 
nur per plena unueco ni venkos kaj ke la 
unueco estas ebla nur per plena fideleco al lu 
Zamcnbofu Fundamento kuj plena disciplino! 

•"Tutkore ini premas viajn manojn kaj danke 
Via • Th. Cart.

(1) CART 70歳を過ぎてくなほ元氣に 

Prezidanto de la Esperantista Akademio 
なつさめていろ。彼の意見(二u Vortoj de 
Prof-o Ciri."におさめられていち〇

Estimata Sinjoro.
HADO estas ĉiam pli granda ol TELERO, 

sed la esenca diferenco kuŝas en tio, ke ĉiu 
manĝanto havas antaŭ si TELERON, el kiu 
li manĝas, duni PLADO servas nur por al
porti sur la mezon de la tablo la manĝaĵojnt 
kiuj estas disdonotaj en la teleron de ĉiu 
manĝanto. 2° PLEDO estas parolado de 
advokato en juĝejo・ネ ・ * PLETO estaa Plato, 
ofte lakita, sur kiu oni alportas telerojn, 
tasojn, pladojn, glasojn. * * *

Sine iran fialuton.
Prof. E. Grogean-Maupin 

Paris 14/5. 192S

(2) Grosjean-Maupin (グロジャン・モー 

ベン)Direktoro de la Akademia Sekcio 
por la Komuna Vortaro.じつに diligenta 
な人で彼の著述であるu Oficiala Klasika 
Libro u Dictionnaire Complet Esperanto- 
Fran^ai^ n,u Dictionnaire Complet Franfai-;- 
Esperanto J, (!みな最爲權威になっていら。

亠 亠-亠^_ー■一.ー〜—亠ー・ーへ

Leipzig, 23. 9.1928.
Tre estimata S-ro Kawasaki!

Al via j ostkarto de la 3. 9. Ĵ928 ni res

poncas jenon: Laŭ mia scio Zamenhof ne 
skribis tagolibron. Fli certan intormon eble 
donos al vi lia frato D-ro Leono Zamenhof 
(5farszalkovska 125, AVarszawa). Komentar
iojn al Zamcnliofiij verkoj mi ne konas, krom 
mia komentario al liaj a Lingvaj RespondojM 
koj Ia komentario de Christaller al la Fun
damenta Gramatiko.—Bibliografio de libroj 
kiy artikoloj prilingvaj laŭ mia scio ne ek
zistas. Certe ĝi estus tre utila, sed malfacile 
farebla, ĉar apenaŭ iu posedas ĉiujn por tio 
necesajn gazetojn kaj due oni apenaŭ trovos 
eldonantoiK Cefe mankus cie necesa mono・ 
Cu eble vi mem volas kaj poヾas partopreni 
on iuj prilingvaj laboroj, kion esperigas via 
intereso ? Kun samideana saluto.

D・ W. Lippmann 
LEIPZIG, Leibnizstra^ 13 II.

(3) LIPPMANN Direktoro de la Ak站 

demia Sekcio por la Gramatiko で彼の 

"Dr. Zamcnhofrf Sprachliche GutiichU^n 
(Lingvaj Respondoj in D;utscher Bearbei- 
tuug mit Erganzungen und Erlliuterungen)M 
は必讀の名普。
亠・・・皿・・ゝ・・ヽ

La Univereal-i Vortaro eliris en Aŭgusto 1893. 
La Ekzercaro eli ria en Septembro 1894. 
Joseph 11110des eldonis Anglalingvan tradukon 
de la Ekzercaro. La " Commentaire sur la 
Grainmaire Esperanto " (L. de Bcaufront) 
estas intencita precipe por la Francoj. Cetere 
ĝi ne estas tute senerara; ĝi bezonas revizion. 
La tutoro verkis ĝin en la tempo, kiam 
ankoraŭ ne ekzistis sufiĉa materialo, por kon
stati fundamentajn piincipojn sen helpo de la 
aŭtoro de l:i lingvo.

Kore vin sa utas.
AVilliam Eailey. 

blanci iester, Meu ibro de Esp-ista Aka lemio.

(4) BA1LEY Membro de la Esperan
tista Akademio・FI本では彼の名前(Tめま 

り知られていないが.Zamenhofa verkaro 
の黙心な硏究者でめろ。
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Skizoj de Indoneziaj Popoloj
Prof. E. Asai, Fremdlingva Kole页〇, Osaka

1.MALAJAJ ENIGMOJ
Malajoj estas humorplena, sprita kaj ridanta popolo. Junaj kaj maljunaj 

«atas enigmojn. Dussek kolektis snfiĉe da popularaj enigmoj en " T(*ka- 
Teki Malay Literature Scries, 14/2 voi.1918 Singaporen. n Teka-tekin 
fignifas " enigmon en malaja lingvo. Ci tie kelkaj el ili estas tradukitaj.

a) Vegetajoj.
L En knabeco verde vestita ; maturiĝi nte en ruĝa vesto.

Responde-Kapsiko
2. Ekstere ĉielo, sed interne infero. Res.-Kapsiko

Noto de la tradukinto:- Kapsiko estas necesa spico aldonita al niala;- 
manicra " curry and rice Oni povas gustumi je la kostoinfera 
fajrego en la buŝo. 當 ・済Ĵわ 丁 く

3. Kun ombrelo, sed ne reĝo; kun t urbano kaj ĝubah-suriuto, sed ne
haĝio. ' ' ' b i • Rcs.-Fungo

Noto de la tradukinto :- Laŭ malaja kutimo oni tenas ombrelegon super 
rego. litigio /arabe hciĝl) estas mohanicdano kiu faris pilgrimon al Mekka. 
ĝvbah (araba) estas longa surtuto privilegia al la li aĝioj •
1.Kiu ekridas je ĉiu paŝo ? , Ros.—Banano

Noto de la tradukinto :一 Al sinjorinoj kiij sinjoroj, kiuj gajnis koncepton 
de banano p r bananoj acetitaj ĉe fruktvendejoj, tiu ĉi enigmo estas sensenca. 
Vidu ian bildon de bananarboj kun iruktoj—se vi ne volas v(yaĝi en 
tropikajn landojn —kaj vi trovos kelkajn kombilojn (malaja esprimo) da 
bananoj pendantaj de la arboj je la distanco do unu paŝo, kiuj similas al
la dentoj de ridantoj. .
5. Si estas pudrigita kaj )arfumita, naĝas en metala plado kaj vo1 as
fariĝi bufo krietante・ Kes.-Fritita banano

Noto de la tradukinto :- Ree mi petas atenton de la gesi njoro) kiuj gus- 
tumas importitajn bananojn. Freŝe prenitaj bananoj estas malmolaj kaj 
nedolcaj ofte ad"ringaj. Tropikaj jx>polqj preferas manĝi frititajn.
6. Ekvamita sed ne fiŝo ; k vastis sed ne szuZ-birdo. lios.-Ananaso

Noto de la tradukinto :- Adiciu la bclnn markon de metala liĴ〇 de polig
itaj ananas()j ! siul estas unu speco de mahijaj birdoj.
/• Nigrha kiel fantomo, sed blanka estas la koro. Res.-Manggis

Noto de lu tradukinto :- Plej bongusta t ropika frukto."lle ĝi no de la 
F rukto)”・
8. Estas arbaro, sed ne vivas animalcj ; estas ĉielarko, sed ne troviĝas 
tero; estas akvo, sed ne naĝas fisoj. Ties -Paliuofrukto
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9. Ekstere infero; interne dielo. R^s.-Durian
Noto de la tradukinto :-じ1111 el la gvidlibroj priskribas : a Por gustumi 

Burian pinĉu la nazon per unu mano kaj enbuŝign plej rapide kiel eble 
per la alia manon Terure malbonodora nta frukto ! Sed ĉiuj malajoj diras 
kc ĝi estas tre bongusta. Bedaŭrinde mi ne havis okazon sekvi la bon
koran konsilon de tiu gvidlibristo.

b) Homo.
10. Kiam vi rigardas supren； ĝi estas videbla・ Kiam vi rigardas mal
supren, ĝi ne estas videbla. Res.-Brovoj

ハ 八

11・ Gi estas la plej granda en la mondo. Ĝia ventro tusas al la tero 
kaj ĝia dorso atingas al la ĉielarko. Res.-Igango

Noto de la t radukinto :- Malaja vorto langi t" havas du sencojn :1)
ĉielarko. 2) palato. * 1 2
12. Estas unu monto plena de arbaro, du Ingetti du lampoj kaj unu
lago. Res.-Kapo

Noto de la tradukinto :- Precize dirante, estas ankan kapoj sen arbaroj・
13. Kiam ĝi estas kovrita, ĝi estas tiel malgranda kiel ungo・ Kiam ĝi
estas malkovrita, ĝi estas granda kiel la mond〇. Rcs.-Okulo

Noto de Ja tradukinto :一 !lo ! Kiom multe(la homoj； kies okuloj estas 
malgrandaj kiel ungo eĉ kiam ili estas mai kovri t tg !
14. Kiu havas kvar piedojn matene, du piedojn tagmeze, kaj tri piedojn
vespere ? 「 . Res.-Homo

Noto de la tradukinto :- Sama tipo kiel!a sfinksa enigm〇.

(Sekvas)

和文エス譯課題

(:締切二月末FI四月號發表〕

1. アメリカの一人映畫製作所 Metro-Gold-
wyn-Mayer Studioの有名な映寿E監督 

Fred Niblo----- 有名なBen Hurな乍っ

た人-がエスペラントな推賞してゐみ

2. 氏し他の多くの監督同樣發聲映畫も外國 

へ賣出すにはごうしても世界共通語が必 

耍でおろ事に氣がつい讥。

3-彼さしos Angelsのヱスベランティフ.卜 

達この會見の爭が令衆國の多數の新聞に 

報道された。

4彼はいふ、自分はずつざ以前からエスペ 

ラントの事仁知ってゐたが必要な・感じな 

かったので學ぶ時がなかった。

5. しかし今や■發聲映畫が世界到る所で非 

常に珍重される様になったのマ共通語の 

問頸が起って來たのだ。

6. 英語(工大ヨーロッパにはむかへられない 

しアメリカ英語は英國民の犬部分にざつ 

てはめりがたくない。

7. 过いって我々(ヨヨーロッパのお容を失ふ 

事はつらいのだ。

8. 若しフィルムがヨーロッパにむかないざ 

我等の利益任ずっさ少くなる

9. 監督の宛名(［カリフ亦ノレニア(KaJifo— 
nio) ロスT*ン・Tエルス•メトロ •ゴールド 

•クインスタディオにてフレッド•ニブロ

10.署名も集めちざいふ事もなかなか困難な 

のでエスベランティスト諾氏がごしごし 

祝辭を送られたら犬孑な助けてなみでわ 

らう〇 .
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財圉法人门木エスペラント學曾

會計報吿
（十二月末現在）昭和三年度

fA!財團法人資産會計

（1）永代基金總額......
呵

.... 8,6.7.92
◎內譯

•…7 814 50舸年度禾坝社.................
•…334 20本年度奇刚丘... ..............

本年度信託利息...................409.22
◎保管處置

安田信託預金（中村理事長名義）…&174.12
安田銀行密座預金（三石理事名義）443.88

計 8,617.92

<2）常用基金總額 ........3,000.00
◎內譯

前年度未現在............. ....... 2,500.00
本年度通常經費剰餘金繰入...... 500.00
◎保管處置

學會事務所敷金.................. 390.00
振替貯金保證金及約束郵便據保金129.00
安田銀行定期預金............... 2,481.00

計 3,000.00

[B]通常經費
¥4攵入★

普通維持員會費........

正維持員會霞...........

賛助蒔別維持RO…… 
圖書取次利益英他雜以入 

武告料..................

集金料..................

預金和子...............

通常經费寄附金........

圖書取次損失.................... 7・〇4
文庫賈................................¢4.60

宣傳孜...............................^0.27
常設代表者團年賦課金........... !〇〇・〇〇

大會寄附金........................... 60.00
臨時費........................... 21&93

計 5,566.21
昭和四年以降前納會費厂通常縄費

へ）....................................................2,178.52

合計 7,744.73

差引本年度通常經费剰餘金...... 1,671.58
◎剰餘金處分

常用基金へ繰入.................. 500.CO
特別積立金（新般）................ 160.00
年鑑發行準備金（1929年度）…… 300.00
洋書仕入連用資金（無設）............650.00
次年度通常經買繰入..................61.58

計1,671.58
◎次年度通常經費繰越總額………2,240.10

，•…4,903.39
••…708.79
••… 428.60
••…721.61
••… 89.25
••…24.03
••…234,09
••…319.02

計 7,478.78

[CĴ在庫金（資產ノ部）
（昭和三年十二月未ロ現在）

永代基金
8,617留 2

常用基金.......................... <5,000,00
次年度へ繰越通常經費............ 2,240.10
特別宣傳資金（前年度ヨリ据置）… 45.95

昭和二年度ヨリ繰越金........... 1,937.53

出版部資金........................ 4,204.23
敎育部積立金.................... 79.00
洋書取次資金....................... 650.00
年鑑發行準備積立金（1929年度）… 300.09
特別債立金..........................160.00

合計 9,416.31
★支出女

印 £ 費............................ 2,711.67
送料及通信费....................... 572.00
消耗品及備品費.....................3 0.00
振替及集金料金.................. 41.08
事務所賞......................... 860.09
役員會費............................. 34.20
諸謝禮.............................. 154.95
取次圖書寄贈.................... 4.20
地方會拂戻...........................58.09

計19,297.20
@在庫金處置（貸方ノ部）

振替口座.東京11325）.................... 558.31
同 上（柬京32089）.................... 2.90
同上（長野3283） .................... 70.10
事務所敷賃.......................... 390.C0
郵便保證金及擔保金............. 129.C0
安田銀行信託預金（中村锂事長名

義）.............................8,174.12
同上 定期預金C三石理事名義〉…6,000.〇〇 

同上 特別富座預金（同 上）… 邛19.65



61

大井理事保管金..................1,648.51
現金............... 303.61

計19,297.20

昭和三年度永代基金寄附金

領收報吿

[100.00].....................................小坂光于氏

[100.00].....................................岡本 好次氏

[100.00].....................................竹下文隆氏

上記の諸氏はは頭』:の寄附金もせられア:の 

で學侪內規第一條第五項に據り終身維持員ざ 

なられた。

[30.00]............................故林 茂氏

[3.00]............................故根岸貫氏

[1.20].................................... 11!本作次氏

◎以上合計 334.20 圓

昭和三年度通常經費寄附金

◎以上合計......................319.02

領收報吿

[200.00] •… ............................. Ml京某氏

[100.00] •…. ................ 小坂狷二氏

[10.00] ••… ................小津恒郎•氏

[3.31]••… ................ 進藤靜太郞氏

| 2.00] ••… ................淀木熊雄氏

[2.00] ••… ................淺田一氏

[小〕••… ................由利皆吉氏

[-60] ••… ...... ..........田中覺太郎氏

昭和四年度豫算
・般入★

M.......
會費正........

I賛助・特別

人 uu 冏
1,680x2.40=4,032.00
・ 350x3.00=1,050.00
・ 70x6.00= 420.00

2,100 5,502.00
(1928 年度二旣败.......2,178.52

内 '1929邙度二徴收 ....... 3,323.4S

新入會員750——退會貝550=200人
290x1.20= ........................ 240.C0

圖書取次其他雜收入...................553.42
預金利子........................... 233.00
廣告料..... 0.00

25.00
0.00

61.58

集金料.............................

寄附金.............................

前年度ヨリ經常餐繰越........ ・・・.••…

★支出・
合計・6,615.00

機勒雜誌費C印刷發送等 …3,230.00

通信費送料............ ............ 570.0ひ

振替料金及集金料...................... 50.00
備品費................................. 200.00
消耗品費.............................. 210.00
事務所費...........................  1,080.00
事務經費.............................. 210.00
會合費................................. 120.00
藹謝昶.................................240.00
取次圖書寄常....................... 7.00
圖書取次損失........................... 10.00
文庫寶.............................. 60.00
地方會拂戻............................. 60.00
宣偉費...........................  350.00
常設代表者團年賦課金............. 100.00
大會寄附金............................. 60.06
動產火災保險料......................... 28.00

合計 6,615.00

會計決算を終へて

法人設立以來第四年を迎へ會計決:算は第三 

冋目でろります。木會の財政基礎が逐年强固 

に成って行く事は旣に御承知さ疗じますが本 

年度1亦豫想外の好成績でめりました事は會 

員各位过共に同慶に堪へĜ次第で有ります. 

本埠度未の資産狀態を前年度末i比較Hつ各 

費Bに對す〇說明を犬船中上ぐろなら次の如 

くで有ります〇 （—）永代基金8,617•血 同前 

垢度より803.42 [fflの增加、（一）常用基金 

3,00〇圜前年度より500 Mの堪加合計基金總 

額11,617.92仙さな町法人設立の昭和元年来 

より任坊117.92型の增加ざなりました。（一） 

通常經賈總收入（I 9,416.3】观ご云ふ法人設立 

以來の增收过なりま い:此の好成績な得まし. 

た重な原因は維持貝諸氏が全くエスペラント 

の使命の何んで有るかを自覺され各地に宣偉 

普及に努められらミ共に一方本會事業遂行の 

了:めに良く會费を御拂込下されたの芒昭和ニ 

年及三年の未納會費の取立整理な懸命になさ 

れた庶務會計部へ專ら勤勞奉仕の當會維持员 

有志諾君の努力に據み次第で深い感銘、感謝 

の意を表したいさ思ひます。次に總支出任 

7,744.73圆で前年度より（乂 434.53固の支出 

君加ですが■二れは雜誌SL學會移博に伴ふ臨 

時費及K.R.の赋課金增额等によるやむ、ね得 

ない支出で有ります。斯くて尙1,671.58 の 

剽餘金を生じまし了:ので常用基金へ500 1H!繰 

入、尙一月號マ發表しア:通り本耶から洋書も 

學會が直接仕入ら事にしましおのでその運用 

金の一部さして650回范割瓠3（?〇囿を昭和四
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年虞年鑑發行準備金さしました.耶鑑隹今後 

年度決算の結果通常經費に剩餘を生い:場合 

"必ず發行する橡取計ひないざ思ひ扌讥 尙 

160固は特別積立金ざして櫃立まし沢が二れ 

は諾手常費凍算330观に對し實支出は154.95 
圓に過ぎず175凹餘の剩餓さなったので將來 

のために前記の如く處Eし?:次第です.61.58 
⑷は剰餘金ざIて昭和四年度通常經我へ繰入 

前納會費2,178.52同ざ合し計2,210.10圆が 

次年度通常經費へ繰越こなったので有りま 

す。（一）在庫金!9,297.20 Mにて前年度より 

•6,334.75 Mの培加だなりまし;:X t此の金額 

（[固定的のtのでは有りませんがその年度末 
に於ける學會現金の現在睥で有りまて、在庫 

金费目中敎育部積立金找學會・主假の常設講習 

會に於けみ講習料の積立で有ります出？5ミし 

て口新宿の會場費丈けで講廊に對すみ謝禮等 

しませんので剩餘显生じたからで有りま 

す。（一）出版部資金4,204.23忧前年茂より 

3,539.76の增加一ケ坤の總賣上9,6 692叩總 

支出（印刷賣其他）6,087.16 El昭和四年度へ持 

越の在庫圖書見積價格4,317.60 [0 （見積評價 

は定價の牛额さ■せり）これを現金資金に加算 

するなら約0500餘同の資產でなります出版 

部の業績も亦锤めて良好で有ります。以上昭 

和三年度决第報告の要點も申述べた次第で有 

りまマ。

昭和四年度豫算編成:に就いて

計算の基礎巴前年茂末現在に於ける會H數 

約2100名內350名正維持員.70名賛助特 

別維持貝（平均會費6囿さす）1680名蜜通維 

持乩 本年度新入會貝き退會ミの差引増加も 

200名この平均會費1.20佃さし算出會費の 

總收入5,742 101此の外圖書取次利益其他雜收 

入及預金利子等の收入872回さ推定以上總收 

入6,615 1さ査定しお次第で有ります前年度 

豫律より任!,300^0の收入壇加ですがこれ 

“前年度收入實績に依った薛で有ります.收 

入項目中腹告科は零にむって居りますが本年 

度は殆ご廣告料を徴收すべき當も無く且つ學 

會獨自の廣告其他で像定の页數花滿しますの 

で計上しません、前年度は通常經實へ命附金 

300餘lffiの臨時收入が有りまし衣本年も若干 

の寄附金"有るかさ思ひます炉探第には計上 

致しません。支出豫算總額6,615 1«1。從來の 

印刷SKHJt誌の印刷費のみにて發送其他の 

經費も除いたLのでしたが本密度より機關雜 

誌費ざ改め印刷發送集他の經費も含めア: しの 

で實際の機関誌發行の我用む表す事にしまし 

T:〇事務所毀増額、家賃月額切圓堪に付孑 

從來の70側を90同、出務經賈（新設:學會 

事務所に會務處理及雜窃奉仕に出務さみ、有 

志部員の茶菓、辨営等の出所が從來なかった 

が本年度より月2〇 Elな計上二れに當る事に 

しましT:〇諾謝禮前年度の實績に依り本年度 

は滅額して月2〇冏も計上內5圓仕事務所掃 

除雜用に使する小女に對する謝禮さし、殘り 

出圓は若し未拂ざなりたる場合は前年度にな 

らい特別積立金に繰入る事にした。

取次圖晝寄贈及損失戳厲前年度實績に依り 

滅植計上（但し學會出版物を除 < [常設代表團 

（.Konstanta Reprezentantaro）年賦課佥增額 

學會經贺緊縮のため從來5〇囿に滅額せしt前 

年度收入實績に依り前年度同様1〇〇囲に復活 

（實はこれでし會A1000人分にLか當らない 

から將來Iっざ經費に餘裕が生じたら增額す 

る必愛が有み）動產保險料（新設）從來保險も 

かけてなりまぜんでし讥が本邮より保險額 

4000回を契約しア:ので保險料28圓ね計上非 

常の場合に備へまし1:〇從來の消耗備品費で 

（I消耗ミ備胡この區別が明らかで魁いので分 

離しました.尤L從來の計上額仁殆ご消耗品 

購入の費用で有りましたので本坏度に備品役 

过して200 [5計上現在不便を感じて居る備品 

（書棚・机、椅子等の什器類）を少しづ、でし 

購入學會ま務所ミIての整備を期すみ力針で 

有ります。會合賈從來の役員仃費へ例會费 

む含めましMので前年度より增額計上致し 

ましt:〇宣傳费前年度より50凰增額、350囲 

計上宣傳用桀ビラ其他の印刷寶及廣告費に充 

當。地方會拂戻費は前密度實績に依り4（）圓 

滅額計上致しまIたがこの費ti厲地方會に於 

かれて會費を取縄め學會へ御送金して下さ〇 

際一割差引かれその費用の一部に充當して頂 

く爲めに計上して有るのですから寧ろ豫算超 

過する事も希望する次第で有ります。送料通 

信費は前年度實績より"約250餘同減額致し 

ましĴ:〇二の理由は本年度から機關誌レグナ 

の發送賈を雜誌費に加算計上!!て有るが故で 

す。文庫費は前年度ミ同額計上ニの費目は學 

停文庫に新刊書及參老書の購入並に藏書の製 

本修理に充當するので有ります。以上の決算 

報告並に本埠度陳算は何れし去る一月十五Ŭ 
の評議H會、同二十六口の理事會で夫々章認・ 

審議確定致しMので御座います。最後に前 

年度永代基金及通常經費へ夫々御寄附下さい 

ました前記報告の維持員赭氏に厚く御禮申上 

ます。C三石理事盖も）
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學食事 

勢餘談

tiiiriuiiiiiiniiiiiKiii

本月號の學讶會計報告な御覽にむ 

れ（Ĵ如何に我學會が量的にも質的に 

も發展しつ、あるかがお分り过存じ 

ます。二れ皆維持員各位が學會在擁 

證さみ' 至誠のあらはれざ役員一同 

嬉んでなります。學會の物的目標た

ろ五萬圓も二の分でに十年も待つ必要があり 

ますまい。併L我々に勝って兜の緖もしめり 

けなりまぜん。油斷もして（工後退します。之 

迄以上に緊張して勇跨一番人進出を企圖致し 

ませう。

抓本月は編輯局內の模様を中上げて御參考 

に供し了:いざ存じます。

小坂先生が昨年】2月號369頁で本盘原稿を 

督促される出の困却/述べられア:が此原稿督 

促あ肯ろ小生の困却も聞いて戴3 了Ĵ、。其月 

の雜誌の發送な濟ますごマぐ次號の原稿督促 

な始めろ。誰しyj（!職務があるのn閑 

のある晚は一週間に僅に二三口に過ぎない。 

殊に小坂先牛•は仲々御多忙だ。それに昨年（I 
同先生の原稿を10頁位も戴いア:（本毎は四頁 

位いい く ■つもり［のだからお氣の毒たった。 

併し氣の毒だざ差控へてゐては本誌の印刷が 

おくれる。だから顏をみろざ督促する。二、 

の所preseja diabloに違ひな;ĉrった。所が小 

坂先生のみでない。本誌編輯のため每月原稿 

彳岸成に努力されてゐら守隨、松本・中垣の諾 

君（最近は城戶崎.伊藤君も）に對しても顔 

をみみ每に催促する。二れらの人々の受持た 

れる原稿たみや他々並大抵のしのでない。卽 

ち海外報道は海外のエス雜誌! -數種をt ralegi 
して井くのであり・作文（土澤山の答案も整理 

してからでなければならに。內地報道拄之又 

手紙の整理である。二れらの仕事にあたられ 

ら上記誌君の苦心は並大抵ではなく二れが每 

月さ續くさ苦痛の種でわる。誰しもパンをう 

るための自分の職務ももつ身の上だからでわ 

ら。併し誰しL學會のためエス羿のためこ思 

って小生の督促にあまんじて原稿を誉いてよ 

こしてくれる。所が又一方印刷所の方も仲々 

色々”仕事が二みちふので困る。卬刷所の暇

常に輻快ざる紙面をさいて11丿］號 

木儡に愚見な御發表下され沢事を感 

謝致しŭ Vo
不幸私の!R.意が十分汲取られない 

のは遺憾です。併し今ii何も申Lま 

せん。正維持貝が增加して多少ざも 

財的餘裕が生する時之の方血に活用して戴け 

ばよろい、。新聞によ び•・會及學會書籍の宣 

tllllllllllllllKllltllll

會員

の 聲

な時拄左程でIないが印刷所に仕事 

が山積してゐる時はヤノ、リ居催促す 

み方が勝ざなるのである。所が他の 

出版所や本屋任每日印刷所督促係を 

iSSして催促する二れらの人（Iそれ 

がパンなうろための联務であるから

朝から印刷所に頑張ろうミ卬刷所へお百度が 

踏ふさ差支へないが、我々職務のめる身では 

そんな事戊できない。我々の職務のない衣は 

印刷所は休みだから出掛けて行ってI無駄だ 

それでやむ花まないから學生で暇の多い松本 

君や城戶崎君等に出かけていって貰ふ。自分 

t授業沪すむミ電車で印刷所へ甑けつけろ。 

凡て催促さいふものは借金の催促に限らず何 

でもつらいもの仁。自分自身の仕事ならこん 

なに催促はしない沪エス語のためさ思ふこう 

っちゃってなけない。すべての忑稿の植字が 

すむ頃仕旣に月末の四五日前になるのでそれ 

から校正さなるから校正任自宅でゆっくりや 

ってゐる許りでは問にお任なくむろので每日 

印刷所へ出かけて三四時間の間に校正むす4 

のであみ。それで誤栩のできおのもやむを之 

ないさ思ふ。勿論校正もすべて松本君や城戶 

崎君にお願ひして手傅ってもらったり月によ 

っては全くおまかせしてお願してゐる。咋夏 

頃迄小生一•人でやってゐた時分（Ĥ全く神經衰 

弱にでもなりそうだった。印刷所では校正を 

するか了:はらからすぐ工場の方へ廻して活字 

の差換へなすみ。二三日u參してやつミ校了 

の上はいよいよ印刷にか、る。月末に仕印刷 

製ドが完了して學會へ本誌がおくり屆けられ 

ち壬ホソトする。早速宋、三石、守隨、松本、 

大島.城戶崎等の諾君やその日折よく（當人 

には折惡く）も來わはせア:同志もも交へて雜 

誌を一々封筒へ入れて車屋をよんで郵便局へ 

过芒・けさせる。車屋む送リリして學會の座敷 

を片付けて茶をのみながらゆっくり出來上っ 

7:雜誌をみる時の娉しさは苦Iんだ月程大ま 

い。編輯上の苦心や失策のepisodojは他の人 

に誉いてもらはう。（岡本生）

傳の為又~人でも新Lい同志が增加 

し易い樣書籍の入手が容易になる事 

な望む爲の新聞廣告です。之"私の 

經驗からです。併し學會各部でも各 

主腦者が御相談にななのですから下 

手な事任されますまいから私は幹部

諾氏にお任せします。婆するにエスに近付易 

く仕向けるのが大切な事です。（姫胳立岩淸）
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★庶務及出版部よりお答/-----立岩氏の御考

へは十分當方で（I 了解致してゐます。唯學會 

が新聞廣告もすみ程餘力の多くない郭な遺憾 

に思ひます。正維持員は約三百ハ十名程にな 

りました。二の1月!9tU2Ĵ0に東京朝【1新 

間及柬京日H新聞へ大枚50同ん投じて學會の 

喷告をしまい:。2 4* 5分X 8分の嚴告が大 

枚25圓だから扫ミ・みかされます。昨年も一昨 

年も少しは新聞橫皆なしてみまLかが書籍の 

廣告は多少の効卑がおっても經費がほれであ 

か事を瘵感しまし仁。第一當會出版物を全阈 

の著名書籍店へ一部づ、配本してなくには少 

くごも捷徑のみでも數千册も用意哎门ばかり 

ません。その資金の!!れ頭痛の種ですがそれ 

よりも快く全网書店へ一册づゝ配本してもら 

ふ事がイ;可能なのです。次骼書籍は束京堂・ 

北隆館、東海堂・大東館の四大大靈捌店の手 

を經てすみのですが之聲の店でに仲々エス語 

の書籍諄冷澤山委托販買してくれません。ー 

昨年葺には三軒で三百册（一軒百册宛）い•預 

ってもらへなかったのでし1:〇之等の店で任 

地力からの一册や二册の註文にに品切こいっ 

て對手にしない事を知って驚^まし讥。それ 

で其後北隆鈴ざ提携し同丿占へは持別の割引を

Lその代り同店で仕二千都餘りを引受け新間 

廣告も先力でする契約で販竟しまし'?:〇それ 

で昨年は同館で（I千同近くの新開廣告む い二 

梯でした。それで多少は養れましア:。併し學 

會の書籍よ會R各位の御紹介によって寶れみ 

のもかなり多いのです。この結果によつて壹 

藥や化粧品の樣なしの（I牺聞慣告で名をうZ» 
过貞行し摭犬Lますがエス語なミ・は新間によ 

って名前だけがpopularaにむろかI・しれま 

せんがコツブン勉强しようさいふ人“そんな 

にふ之むいざ思ひます。でてからやけり我为 

が口な酸くして一人一人も說き伏せて同志に 

すろのが一番礦實な力法芒思ひます。

★贵會の尊い献り的な仕级の前に敬意を表さ 

せて戴きます。エスペラントは東京に於ては 

常に幾多の講習密しめり又最近にはヲヂすま 

で進出2れた事はま:ざに喜ばしい事ざ存じ 

ます。然みに私等人阪地方に在住すら匕のに 

に全然之が惠まれないのでめります。元來人 

阪は商業都市であち關係上人心が打算的に流 

れエス語にじ稍・々絲のうすい理由くめリませ 

うが人心が打算的であれm程いよいよ新 

らしく芽生龙やうざしてゐる若い我々の!a理 

壬愛を求める心は强いのです。二の意味に於 

て私は貴會が餘裕あらば大阪力面にエスペヲ 

ントZk4廣めらため努力なさら事は最L有意義、 

の事^存じます。ニの方面の進出も祈ります 

（堺市古家仙之助）

eお答へ一大阪の方には大阪エス會:oes） 
がわって活帰してゐます。それら同志芒連絡 

をおざりになられて十分渕地て'御活動の事を 

お願ひ申します。OESについては大阪市大 

阪驛前南正門通プリミャハウス進藤商店內進 

藤靜太郞氏に御照存下さい。

★本誌12月號、某氏の會員用振替口座待設に 

贊成します。多數の支持者を彳7て實現させた 

し。又過去のR•〇.誌に抿載された諸名家の 

エス文も集めて一卷ざされん事を望む更めて 

讀み直すにも保呑にI汉外國同志に昭呈して 

fieriすĴ5にも甚だ妙故にc （神戶一葉生） 

・お答へ——お說に添ふ樣努力致しまぜう。

niiiiiiiiiiniiiiiitiiiv

編後

輯記

Mllllfllf 1111111111111111

・本戏揭载の尾花氏の玉稿"・咅譜 

のめĴS U本の歌等むエス譯する者に 

ざって見送せないい、參考になろざ 

思ひます。之迄のエス薛にに大分二 

のprincipoに遠ぎかってゐて實際 

その音譜にわはぜて7たふさ變なの

が多かった樣です。この玉稿の出現により我 

々は晤夜に燈火ね得た觀がする。

★■凌井敎授の Skizoj de Indoneziaj popoloj （X 
我々に大變興味の深い・のでてe同敎授は今 

後も續けて二の方面のinteresaな玉稿も下さ 

る答:です。

・本月は本會の會計報告で紙而が少し足りな 

くて數氏の玉稿な來月號へ廻しました。

★野原休一氏の阿彌陀經のエス詳（梵語から） 

の玉稿Lいいいております。佛敎方面の工 

ス文獻のないこの際大亠な收麼さ思 

ふ。その中に抿載したく思ふ。

★川崎直一君の慫懣により战近の外 

网雜誌にで7：エス語匕の質疑應答を 

每號一頁位represiするつわりで松 

本君がその係ミして努力される筈で

すが局君.も目下學年試驗準備中で多忙のため 

四月皴から開始の豫定です。

★川崎石の歐洲ヱス名士のMerojの公開任 

大變結構ミ思ひます〇他の方々で右•頸似の名 

士の!eterojお持ちの方はドシドシ文面轉寫 

の上本誌へ御寄稿の程も。

女舉會の外國遼取次は會員各位のブ、歡迎むう 

け品切なつげちので今度は大々的に資金をお 

ろして潍山取よビら事にしましr:〇 7;いに御 

利用•下さい。代價もよほざ安いつもりです。
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・外國雜誌
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ハイネ詩集 
本文74頁定價40錢送料ン錢 

世界的火詩人ノ、イネの火の如、戀愛詩抒 
情詩數十篇のエス譯詩に流強な拜薛さ懇切 

な註解む付しr：iの。

本文79頁定價4J錢送料2錢

花の巴里へ驅落し7:戀人二人ね迫ふ换の 
父親ざ。英語も知らぬ通譯。此四人が三巴 
の葛藤。失饿鞍出エス文流麗。邦譯郴妙。

——二月中旬出來—— 

魔法使 
本文77頁定價40錢送料2綫

クインケ,レブル匕の町にすむッッカーマ 
—ンさよぶsorĉistoミ司憐の少年ウェンデ 

リンをめぐみ奇しき物語。
本書も代理通譯同樣一•月末出來の豫立が 

校止がおくれて二月中旬發寶。
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★一月中旬UEAの新入會 

員に對して w Frupagintop 
の紙片な送りましたが適宜 

記入の上本月末日迄に仁學 

會宛お屆け下さい（其後け 

無効）C之 li UEA の membro 
のみへの倉費初納の賞品（景 

品）ですから單なろabonanto 
"特典なし。賞品はHir!社 

の !nternacia Mondliteraturo
叢』:の中の隨意の一册です。 

上記紙片の枠內へ御希望 

の書名記入の上御送附の事。 

★SATの新入會員諾君には 

氈にSennaciulo及會員證が 

配布dれた筈。★Heroldo誌 
の御申込者の中昨年締切迄 

に申込ん匚方で一月末迄に 

一部も雜誌が到着ぜない時 

は學律毬部宛御申越下さい。
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學會で洋書直輸入開始

の

1.30 圓
送料

8绫

1.30 圓 6踐

注文 中

0.80 圓 4踐

0.80161 4錢

0.801@1 4錢

070101 4錢

0.55131 4錢

0.45 ffi 4綫

各0.80圓 4錢

070 M 4錢

0.70 呵 4錢

品切注文中

★洋書は如何なる場合でも現金注文でなければお送り致しません★

【注意 賣償は外國爲替の變動によリ時に多少の變化すみ事わり】

—ザメンホフ博士の譯著書-------

^Fundamenta Krestomatio練習小話童話小說論文詩歌棣範文集。

^fMaita 波蘭閨秀作家Orczeszkoの小說。婦人船題の活盜。模艳譯文。

«La Batalo de FVivO 英文豪 Dickens の humorplena な小説。 

★La Rabistoj獨文豪シルレルの劇。ザ惮丄晚年の老熟の筆。 

たLa Revizoro 露文豪ゴーゴリの壽劇譯筆輕妙眞に必劇中の白眉。

★Ifigenio en Taŭrido ゲーテの傑作。第四冋厲國大會で上演。

★Hamleto ハムレット王子の深刻な人問苦。沙翕劇な代表的作。

★Rabeno de Baĥaraĥ 鶯盘腰£ 血"恥咲 

★Georgo Dandin 世界的喜劇作活モリエーノレの傑作。

★Andersen, Fabeloj L! 扫なにみの丁抹アンデルセンのお伽噺

★Andersen, Fabeloj IIJの心…卷八处二矗。余ニ卷卬刷中。 

★Proverbaro Esperanta 世界の粹な蒐めたエス語諺集。

★Lingvaj Respondojザ博士のなした語呼上の質疑應答集。

★Aldono al la Dua Libro所謂第二書の附錄エス語最創期のもの。
\

ーーエスペラント原作文藝物其他------

"・c A ry 1/英國贩、D-1O Privatの流覺な軍になるザ博★Vivo de Zamenhof （上.製）士傅エス主義の聖典。必讀の書。 

★Historio de Esperanto d-“ Frivatの乐にむるエス殆史全二卷。
.ハ 勃牙利エス連動の裏面史多數めり

★Rememoro] de Esperantisto 講習用好適。二れのみ持に十部以
上一割引送料當方持C

★Mirinda Amo 氐作々家Luykcn作。偉丿、な偉愛純な乙女の愛。 

★Lilio 女流esp-istoでして有名なSinnotte夫人の原作小說。

★Pro Iŝtar 場所アラビヤ時は紀元前。Luykcn力作の原作小說。

★ Stranga Heredaĵo l町欣nの犬作。興味津々たるもの。

★Saltego trans Miljarojエス原作家の惑星Jean Forge作。奇想天外。 

★Abismoj 構想の奇行文の妙Jmn Forge出色の作。

★Landoj de F Fantazio Heroldo 誌主幹 Jung 氏原作。

★Jozef kaj la edzino de Potifa! 有名な Buithuis の人作。 

★El la intima Libro 勃牙利 卿ら⑹ の諾家の隨筆集〇

★Laŭroj 嘗て文藝雜誌しa Revuoの懸賞に當選せみ名篇集。

★Verdkata Testamento 滑稽エス原作家Schwarz氏の滑稽詩數十。!.C0M 
^Frczo Ridetanta ^小い心氏の滑裕詁谑の散文集 注文

L60 &
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注文
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0 80 M 

注文 

上製2.10 IS 

注文

0.70 ¢11

0.70 BII

0.70 圆

0.70 Bli

0.70 0
0 70 BH

tio ita

0.25 KI

注文

™世界文藝名作品の譯其他------

★Makbeto 沙翕のマクペス。D-ro Lambertの譯文又流達。 

★Venecia Komercisto 沙翁の「ベニスの商人」。人肉畫買。Wackrin. 

★La Reĝo Lear 沙希。未娘に救拄れる悲慘なリャ王の運命。 

★Sonĝo de Somermeza Nokto 沙翁劇厂眞夏刀夜の夢」

★Hermano kaj Doroteo 養:ĵ亂純显な戀仕若い男女を如何に

★Nigra Galero 戀の手管。狂集い 大立廻り。南歐人の血は湧く。 

卡El la Camera Obscura 和關の文豪!nidcbrand作。描寫絕妙。 

★El la Skizlibro w. irvingの有名な「スケッチブック」よりの數篇。 

★Sienkiewicz: Noveloj 波閒文豪シェレキウ•ツチ傑作知篇數篇〇 

★Insulo de Feliĉulo .北歐の丈豪ストリンドペル匸作社會問題の鍵〇 

★Manon Lescau t 映畫小唄でしられた「マノン•レスコ亦」。

メrJLnterrompita Hanto 王于ざ少女の戀、・ルせスコ女史作。K；ibe譯。 

★Patroj kaj Filoj ハレゲーネフ作。新舊思想の葛藤。譯者“皿be・ 
★Princo Serebrjanij 歷史小れ宋さして有名なA. Tolstoj伯原作。 

★La Karto Mistera ゝ【〇琏t作。譯者（I老練なp町son氏。

★La Rozujo Ciumiljara嘗て映裁で□本にも紹介されr： w：ignaiis作。 

★Rakontaj de la Biblio 密約聖誉屮からめいた面白い物語集 

★Palaco de Danĝero 妖巍Fompadour夫人の戀愛葛藤の物語。 

★Faraono 地も燃®る古代埃及の王フラオの轡。全三卷630頁。 

★Luno de Izrrael 大衆文藝作家h昭gardの作。1な尹“老人の譯。 

★Evangelio de la Horo 社會運動方面の小册子。（送料8册迄2錢）

6錢 

中

—各國語エスペラント辭典類文法書s

★Vortaro de Esperanto エス語で說明 い:Kabe博士著。 

★Millidge: Esp-English Dictionary 模範的エス英辭典。 

★Edinburgh Pocket Dictionary 携帶用エス英.英エス小辭典。 

★Oficiala Klasika Libroエズ語公用語の最＜ 干確なる小辭典〇必携。 

★Dictionnaire complet Espe- anto-Fran^ais エス佛辭典。

★ " " Fran^ais-Esperanto 佛エス辭典。

Grammar and Commentary 英語書き詳細な斶習用書。 

★The Esperanto Teacher 喽領よく Iかも內容豐當な良獨習用書。 

★International Radio Manualラヂオ用語詰棄〇 

★Tra la Jaro 繪で說”した實地敎授式の良學習書。

★ Grammaire complete 佛語書まのエスベラント圖習用良霑 

☆Komercaj Leteroj en Esperanto エスベラント繭業通信文。

〃

〃
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當學會で新しく發責の

爲實業靑年諸君へ（鶴號）
本書は著者半世の經驗に基いた處世訓であり實社會の生活に經驗ふかき同氏が憩父 

の愛をもって年少子弟に語らろ、處世の座談でめり漫談で約ち〇

君も一本な座右に備へられよ必ずや獲る所が多い事さ思ふ。 

發行所

KORESPONDA FAKO
抿载者厲必ず返喘も出されたき事。學會々 

員□2回3行まで無料。一回3行30錢。30 
senoj por 1 fojo (3 linioj ；,略字解(mallongigoj)： 
L letero, P=poŝtkartof IP=ilustrita po«t- 
karto, PM = poŝtmarko, bdf=bildflanke (切手 

灌面).G-gazeto, E=esperantujo, kĉl—kun 
ciulandaj (samidmnoj).
★ F-ino Sabina Giordani, Viale Friuli 13, 
Idinc, Ibhijo •—7月末伊•太利エス大會の際展 

懂存を開くにつきesperantaĵoj, gazetoj其他 

頂きたし。

日本エスペラント舉@(振替東京!1325 ■)

★Japanujo— S-ro Ma^uda-Takeo, Usimaru- 
tyoo 40, Kita-ku, Osaka dez. kĉl I.F., L> 
nepre resp>
★Japanuja，—S-ro Kijosi Tateiŭa, Niŝiiŭkai- 
niaĉi lu, iiiineji, kĉL junaj.
★ltalujo—F-ino Lucia Sambuco, Viale 23 
marzo 8, Udina日本人ミ文通希望。

★Ruslando—D-ro S・ Ilercik, Stalingrado, 
Sc*ninskaja15.[]本人ミ文通希望。

★ Brugarujo—-Sro K. Paraskof; str. Slavejkof 
32> Rovdiv. 口如に興味を有す。砲賓なる 

Korespondanto を求む〇
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役
理學博士

詳しいこさは直核お册合せ下さい.

・すべての運動は大衆の協力に俟たねぱむらR。今やエスペラント普及運勤は最I多 

'衆の施力も必要过すも時だ。各地同志の火同團結が必要だ 個々人の叫びび個々人の

叫ぴにすぎない。大衆の叫びは輿論の喚起だn組犠だった協カニそ眞の力だ。

(1・毎月研究称誌“ La Revuo Orienta Mの配布なうく 
會員のJ 2.出版闌山の削引なう，も二.さめり 

特 ffi | 3.語p上の質疑具他 般の問合の返巾をうく
ハ14宜傳の「桀」そ・他宣傅材料を:.料でうく £二&な得

【東京市牛込區新小川町三の十五】【振替口座東京!1325番】
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La Revuo Orienta ——o®n〇 de Japana Esperanto-Institutof
Ŝi^ogaŭamaĉi IIM5. Uŝigome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7svis. frankoj.

我Iに於けるエスベラント普及・硏究・實用の中心機關

毀日本エスペラント學會

壬緒［住所.臓粟・姓名(振カナ付:を明記し會寳一年齐も支拂へばよ 

ハ輛于槓［いJ(振咨送金航安全、 •

卜ぶ愛するもの仁誰しも御入會下さい。(會員任卷規上維持El过よぶ)

目 的 エスベラントの普及、研究、實用 ,'•

;事
*|

r (a)エスペラントに關する各種の研究竄直及其發表・・1な、; 

\ (b)雜誌及圖仲の划行等
| ©調演會、丽習伶の開備及後援 ‘：・・.［

I (d)共他节们の目的を连成するに必要ざ認むる事業

「@)普址維持"『領211114JJ4 ("ゝ止維持H轩'泊3EI
, 會 費 (c)荻川維祥U年額5IH1 (d)存別維持員年額IOBI以上
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